
●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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⑫�スマートボトル用�
ブラケット� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2455-1201 8462780 ￥2,100
材質：ステンレス
●�スマートボトル⑩、⑪専用壁付けブラケッ
トです。

手洗い用石けん液

手洗い設備・洗面 【手指の洗浄・除菌】

ウォシュボン専用�
陶磁器製容器�MB-500�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
⑭マリンブルー 1-2455-1401 8464100 ￥4,000
⑮マーブルホワイト 1-2455-1501 8464200 ￥4,000
外寸：117×117×H143　容量：500㎖
●1プッシュ＝約1㎖

⑭ ⑮

液状

ウォシュボン専用�陶磁器製容器�� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑯MF-1� ワインレッド 1-2455-1601 0792000 ￥8,200
⑰MF-1� マリンブルー 1-2455-1701 0792100 ￥8,200
⑱MD-1� ホワイトツイスト 1-2455-1801 0792200 ￥8,200
外寸：152×152×H168　容量：1ℓ
●1プッシュ＝約2㎖

⑯ ⑰ ⑱

液状

泡状

⑬�ウォシュボン�Sフォーム専用�
PET樹脂容器�SB-400F�角型�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2455-1301 8462720 ￥1,400
外寸：72×75×H189
容量：400㎖
●1プッシュ＝約1g

⑦�シャボネット石けん液容器��
E型�接着剤タイプ�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2455-0701 8464700 ￥2,700
外寸：145×110×H165
容量：500㎖
材質：ABS樹脂
※押上式

ワン・ツーボトル容器�（ホルダー付）��■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑧石けん500㎖用 1-2455-0801 2876400 ￥2,000
⑨アルコール500㎖用 1-2455-0901 2876500 ￥2,500
外寸：90×72×H189
●�食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い・消毒容器です。
●石けん用1プッシュ約３㎖
●アルコール用1プッシュ約1.7㎖
●�⑧は、①石けん液シャボネット�ユ・ムにも対応

液状

⑧ ⑨

②�手洗い石けん液��
シャボネット�ユ・ム��
P-5�5㎏�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2455-0201 8467100 ￥3,400
弱アルカリ性　無香料
使用量（目安）：�原液
成分：�イソプロピルメチルフェノール、�

エデト酸塩、緑色201号、緑色204号
●手洗いと同時に殺菌・消毒
※液状、泡状どちらでも使用可能

①�手洗い石けん液��
シャボネット�ユ・ム�■ｻ1

ページコード 価格
� 1㎏ 1-2455-0101 8464300 ￥2,000
� 3㎏ 1-2455-0102 1875300 ￥5,700
� 5㎏ 1-2455-0103 8464400 ￥8,100
20㎏ 1-2455-0104 8462870 ￥20,000
弱アルカリ性　無香料
使用量（目安）：�7〜10倍希釈
成分：�イソプロピルメチルフェノール、�

エデト酸塩、緑色201号、緑色204号
●手洗いと同時に殺菌・消毒

1㎏ 3㎏・5㎏

泡状

⑲

泡状

⑳

ウォシュボン専用�陶磁器製容器�� ■ｻ7
ページコード 外寸 商品コード 価格

⑲MF-1F�マリンブルー� 1-2455-1901 φ147×H162 8148200 ￥7,800
⑳MD-1F�ホワイト 1-2455-2001 φ152×H168 8148300 ￥7,800
容量：1ℓ
●1プッシュ＝約1g

手洗い石けん液�ウォシュボン�G�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

③� 5㎏ 1-2455-0301 8463920 ￥6,400
④18㎏ 1-2455-0401 8463931 ￥17,600
弱アルカリ性
使用量（目安）：原液
成分：�イソプロピルメケルフェノール、�
トリエタノールアミン、エデド酸塩

●�ヤシ油からつくった乳液状の石けん液です。
●�ヤシ油抽出の薬用石けん。カシミヤのような泡立ちで、手洗いと同
時に殺菌、消毒ができます。
※フローラルノートの爽やかな香り

乳液状
③

④ ⑤ ⑥

スマートボトル� ■ｻ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

⑩手洗い泡石けん用 1-2455-1001 75×� 75×H215 8462760 ￥1,700
⑪手指消毒用 1-2455-1101 75×120×H217 8462770 ￥1,700
容量：500㎖
材質：PET樹脂
●泡石けん用1プッシュ約1g
●消毒用1プッシュ約1.5㎖

泡状

⑩ ⑪

液状

�ウォシュボン�Sフォーム �■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑤� 5㎏ 1-2455-0501 8463020 ￥6,600
⑥18㎏ 1-2455-0601 8463031 ￥18,000
弱アルカリ性
使用量（目安）：原液
成分：�イソプロピルメチルフェノール、�

ジエタノールアミン、エデト酸塩
●�クリーミィな泡状せっけん（専用ポンプ使用）で洗浄と同
時に殺菌・消毒ができます。洗浄成分ヤシノミ100％に
植物性うるおい成分配合で洗顔にもお使いいただけま
す。フローラルのやさしい香り

泡状



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。 2456手洗い石けん液
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手洗い用石けん液

手洗い設備・洗面 【手指の洗浄・除菌】

⑦アルタン�ハンドソープ�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

500㎖�ポンプ付 1-2456-0701 8391940  ￥1,200
4.8ℓ 1-2456-0702 8391930  ￥4,100
詰替え用400㎖ 1-2456-0703 8391950  ￥600
成分：�イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、PG、�

バラベンなど
●�殺菌、消毒もできる薬用石けん

薬用泡ハンドソープ��
ケアマイルド��
せっけんの香り�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
①500㎖ 1-2456-0101 4670100 ￥1,250
②4㎏ 1-2456-0201 4670200 ￥4,500
弱酸性
●�すすぎ性のよい、すっきりとした使用感
●�殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール）配合でしっか
りと殺菌効果を発揮
●�保湿成分（DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム、プロピ
レングリコール）配合で手肌にうるおいを残します。

②①

アルタン�NAハンドソープ�� ■ｻ7
ページコード 商品コード 価格

③500㎖�泡ポンプ 1-2456-0301 8391921 ￥1,850
④5㎏ 1-2456-0401 8391911 ￥7,950
成分：�エタノール、グリセリン、ラウリルグルコシド、乳酸、�

亜硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、カキタンニンなど
●�柿抽出物を配合
●爽やかなミントの香り

④③ 泡状

■石鹸液の吐出方法
C形状の間に手を入れ、手
の甲で「Push�here」と書
いた部分を押してください。

⑤�ハンドソープHSi�500㎖�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

1-2456-0501 8577810 ￥1,570
●�手指のうるおいを守る弱酸性、微香性

⑥�Manma�ハンドソープ�
ディスペンサー��

ページコード 商品コード 価格
1-2456-0601 8578010 ￥2,300
外寸：124×124×H192 
500㎖カートリッジ1個収納
※�⑤専用ディスペンサーです。

■ﾀ1

⑤ ⑥

⑧�フォームハンドソープ�2ℓ�■ハ1
ページコード 商品コード 価格

1-2456-0801 1659910 ￥7,500
成分：�ヤシカリ石けん、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、

セバシン酸ジエチル、クエン酸など
使用量（目安）：原液

専用ボトルのみ� ■マ1
ページコード 商品コード 価格

⑨250㎖ 1-2456-0901 1664120 ￥300
⑩500㎖ 1-2456-1001 1660030 ￥300
※中身は入っていません。

⑧

泡状

⑨ ⑩ 泡状

⑫�薬用パワーハンドソープ��
PHS-25�2.5ℓ��

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1201 8578810 ￥3,160
保湿成分：�アロエ、モモ葉、�

ローヤルゼリーエキス配合
その他成分：�POEトリデシルエーテル、�

エタノール、エデト酸塩など
●�天然スクラブ配合で油汚れもしっかりと落とします。

■マ1

泡状

⑬�超強力薬用��
パワーハンドソープ��
KHS-25�2.5ℓ�� ■マ1

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1301 8578900 ￥3,660
保湿成分：�アロエ、カモミール、モモ葉、

ローヤルゼリーエキス配合
その他成分：�ベンジルアルコール、�

アルキルなど
●�オレンジオイルと天然スクラブ配合で落ち
にくい油汚れやペンキもしっかり除去

泡状

⑪�薬用ムース状ハンドソープ�� ■マ1
ページコード 商品コード 価格

YHS-500�500㎖ 1-2456-1101 8578700 ￥1,080
詰替用�YHS-C�500㎖ 1-2456-1102 8578711 ￥830
洗浄成分：100％植物性
保湿成分：�アロエ、カモミール、ローズマリーエキス配合
その他成分：エタノール、エデト酸など
●手肌を殺菌、消毒して清潔にします。

ポンプ式スプレーボトル
ページコード 商品コード 価格

⑱500㎖�＃690 1-2456-1801 φ110×H180 8007410 ￥800
⑲650㎖�＃695 1-2456-1901 � φ88×H245 8007420 ￥1,100
材質：�ポンプ本体／ポリプロピレン　ノズル／真鍮　容器／ポリエチレン
●�詰め替え用で消毒用エタノール（アルコール製剤）専用
●�消毒用エタノール（アルコール製剤）を霧状にして手指の消毒ができます。

⑱ ⑲

C-ポンプ� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑳ホワイト/グリーン 1-2456-2001 4846800 ￥2,200
㉑グレー /グレー 1-2456-2101 4846900 ￥2,200
85×85×H195　容量：300㎖
材質：�本体／ABS樹脂　滑り止め／TPR
●�手の甲や親指でプッシュできるので、片手で簡単にご使用できます。

⑳ ㉑

⑯�スプールウッド��
フォームボトル�� ■カ1

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1601 1130420 ￥4,000
外寸：70×78×H192��容量：360㎖
材質：�ボトル本体／18-8ステンレス�

ポンプ／亜鉛合金ニッケルメッキ

⑰�スプールウッド��
ソープディスペンサー�■カ1

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1701 1130430 ￥2,800
外寸：60×80×H195��容量：250㎖
材質：�ボトル本体／18-8ステンレス�

ポンプ／亜鉛合金ニッケルメッキ

⑮�ELPA��
オートディスペンサー��
ESD-02�� ■マ3

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1501 2500750 ￥1,780
外寸：194×82×H152
材質：樹脂
防水：IPX2
電源：単三形アルカリ乾電池×4本（別売）
●�センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。
手を引くとピタッと止まり、液量の調整ができます。
●�上部の＋－ボタンで一度に洗剤の出てくる量の�
調節が可能。

●ハンドソープ、食器用洗剤などにお使いください。
※アルコール、消毒液等にはご使用できません。

⑭�ELPA��
オートディスペンサー��
泡タイプ�ESD-05AS�■マ3

ページコード 商品コード 価格
1-2456-1401 1087040 ￥2,980
外寸：120×90×H195
材質：ABS
防水：IPX4
容量：310㎖
電源：単三形アルカリ乾電池×4本（別売）
●�センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。
●吐出量を2段階で調節できます。
●�乾電池式なので面倒な配線が不要。使いたい場
所に自由に設置できます。

●�ハンドソープにお使いください。
※アルコール、消毒液等にはご使用できません。

⑯ ⑰



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
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手洗い用石けん液

手洗い設備・洗面 【手指の洗浄・除菌】

⑨�ライオン�キレイキレイ�
薬用ハンドソープ�4ℓ�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0901 0119200 ￥4,800
●100％植物性洗浄成分
●殺菌成分、天然ローズマリーオイル配合
●たっぷり泡立ち、すばやく泡切れ
●シトラスフルーティの香り

⑦⑥

⑥�洗顔・手洗い用石けん液�
マリンホイップ�5㎏�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0601 5823800 ￥5,200
弱アルカリ性　化粧品
使用量（目安）：原液
●�すべて植物由来成分を厳選し、保湿成分にポリグ
ルタミン酸を配合。お顔や手肌をやさしく包み込み、
しっとり滑らかなお肌へと導きます。
●�超微細で豊かな泡立ちとマリンフローラルの香り

⑦�マリンホイップ専用��
PET容器�400㎖�泡タイプ�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0701 5823700 ￥980
1プッシュ：約1g

プロテクトX1の特長
抜群の保護作用　＜業界唯一の3成分配合＞
従来にはない、保護膜成分を3種類配合した製品です。
第１の保護膜…�アミノ変性シリコーンが手肌に吸着して、シリコーン

コーティング
第2の保護膜…�シリコーンコートの上に、撥水性の良いフッ素化合物

を吸着させてフッ素コーティング
第3の保護膜…�ダブルの保護膜の上に、さらにビニールの手袋をは

めるようなイメージのポリビニルピロリドン（PVP）コー
ティングを配合

究極の使用感　＜ニオイ、ベタつきなし＞
●“保護膜作用を高めると、使用感は低下する”。このバランスを取る
ことの難しさを見事解決しました。
●�アーモンドの半分位の量でも、のびが良いので十分手全体に回ります。
ニオイは全くありません。ベタつきも少なく、作業性を妨げない適度のしっ
とり感が醸し出されています。
●�さらに、天然保湿成分（NMF）の一つであるPCA誘導体を配合し
て、保湿性を高めました。

⑰�アルタン�
ナチュラルハニークリーム��
35g�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-1701 8211300 ￥1,500
蜜ろうから生まれたハンドクリーム
●�全成分が食品添加物なので、作業中でも使用できます。
無香料、無着色で静菌効果もあります。

クリーム状

⑱日東紡の保湿水�180㎖
ページコード 商品コード 価格
1-2457-1801 2256600 ￥1,200
保湿成分ヒアルロン酸配合
●�ベタつき感が少なく香りも気にならないので、
水仕事の合間でも使用できます。

ジェル状

⑪�シーバイエス�セーフタッチ��
ハンドソープ�プラスC�5ℓ�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-1101 8392920 ￥8,400
弱アルカリ性　殺菌・消毒手洗い石けん
使用量（目安）：8倍希釈
有効成分：イソプロピルメチルフェノール
その他成分：�ヤシ油脂肪酸カリウム、�

ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩
●�残香性が少なく、キメ細かい豊かな泡立ち

ハンドローション・クリーム、保湿水

手洗い設備・洗面 【作業前後のスキンケア】

③�アルボース��
Ａ2グリーン�4㎏��■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0301 4622100 ￥4,600
希釈倍率：5倍
●�強力な除菌・消毒効果とすぐれた洗浄力
のある脂肪酸系洗剤十逆性石けん

④�A2グリーン用�JAC�
ボトルホルダーセット�P-2�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0401 4622800 ￥4,700
容量：1ℓ
※�専用ポンプボトル��
1-2457-0402 4622810 ￥1,100 �
のみもございます。

③ ④液状

�皮膚保護クリーム�プロテクト�� ■ナ1
ページコード 商品コード 価格

⑫（厨房用）�X1�� 80㎖�（携帯用）1-2457-1201 7496800 ￥1,300
⑬（厨房用）�X1�200㎖�（中型）　 1-2457-1301 7496810 ￥3,100
⑭（厨房用）�X1�900㎖�（詰替え用） 1-2457-1401 7496840 ￥8,900
⑮（介護用）�X2�240㎖�（中型）　 1-2457-1501 7496910 ￥3,700
⑯（介護用）�X2�480㎖�（大型）　 1-2457-1601 7496920 ￥6,200
●�手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗
い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。
●�手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務
での幅広い有用性が発揮されます。

⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯

①�アルボース�石鹸液�iG-N�4㎏�■サ7
ページコード 商品コード 価格
1-2457-0101 4622010 ￥5,700
弱アルカリ性
希釈倍率：7～10倍
●�洗浄と同時に、殺菌・消毒効果があり、濃縮タイプだから経済的
です。無香料ですので、食品・飲食関係にご使用頂けます。

②�石鹸液�G-N用�JAC��
ボトルホルダーセット�P-1�■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0201 4622700 ￥4,700
容量：1ℓ
※�専用ポンプボトル
1-2457-0202 4622710 ￥1,100 �
のみもございます。

① ②液状

⑧�ライオン�手洗い用液体石鹸�
サニテートTG�4ℓ��
専用ポンプ付�

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0801 0109210 ￥5,300
使用量（目安）：5倍希釈
●�洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。
●�無香料なので手洗い後の臭いが気になりません。

■ﾀ1

専用ポンプ

⑤�アルボース�薬用ハンドソープ�
フレッシュ�フローラル�4㎏�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2457-0501 4623120 ￥6,400
有効成分：イソプロピルメチルフェノール
その他成分：�テトラデセンスルホン酸Na液、�

ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、他
●�弱酸性タイプの殺菌・消毒効果もあるクリーム状ハンドソープ

専用ポンプ

⑩�ライオン�キレイキレイ�
薬用泡ハンドソープ�2ℓ�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
専用ポンプ付 1-2457-1001 1065610 ￥3,200
専用ポンプ無 1-2457-1002 1065710 ￥3,100
有効成分イソプロピルメチルフェノール配合
専用ポンプの1プッシュ：約1㎖
●�殺菌成分配合のきめ細やかな泡が汚れをしっかり落とします。
●�すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり
●シトラスフルーティの香り
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⑥�アルボース��
アルコール用スプレーボトル��
ホルダーセット�S�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2458-0601 4622900 ￥4,700
容量：1ℓ
※中身は別売りです。
※�専用ポンプボトル
1-2458-0602 4622910 ￥1,100
のみもございます。

泡ならではの使いやすさで
手指をしっかり消毒＆清潔に！

⑨�ライオン�キレイキレイ��
薬用泡で出る消毒液�4ℓ�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2458-0901 0605040 ￥5,500
（700㎖専用ポンプ付）
成分：エタノール
●�泡状（専用ポンプ使用）なので垂れにくく、伸ばしやすい
手指消毒液。有効成分ベンザルコニウム塩化物がしっ
かり洗浄、消毒。保湿成分配合

①�手指消毒液�アルボナース�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2458-0101 6618900 ￥2,900
容量：1,000㎖
有効成分：ベンザルコニウム塩化物（0.05％）
その他成分：エタノール、ポリオキシェチレンラノリンなど
●�水洗い不要の速乾性手指消毒液。3種類の保湿剤が手
に潤いを与えるだけでなく、さらさら・すべすべ感も与えます。
●�使用済みボトルの廃棄処理を軽減する減容ボトルを採用
※�詰替用4ℓ
1-2458-0102 6618910 ￥10,200

手指消毒液

ハンドローション・クリーム、保湿水

手洗い設備・洗面 【手指の洗浄・除菌】

手洗い設備・洗面 【作業前後のスキンケア】

⑬�アルボース�mamo�
スキンローション�480㎖�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2458-1301 6618930 ￥3,500
弱酸性　無香料
●�ヒアルロン酸、アスパラギン酸（アミノ酸）、トレハロース
配合
●水仕事、作業後のうるおいケアに

乳液状

⑭�サラヤキッチン�
ローション�480㎖�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2458-1401 8462820 ￥4,500
弱酸性　無香料
うるおい成分ヒアルロン酸配合
●�配合成分はすべて食品添加物ですので食
品を取り扱う方の作業前後に使用できます。

乳液状

⑮�アルタン�薬用ハンドローション�
ページコード 商品コード 価格

ポンプ付�1ℓ 1-2458-1501 2919900 ￥2,700
詰替え用�1ℓ 1-2458-1502 2920000 ￥2,400
詰替え用�4.8ℓ 1-2458-1503 2920010 ￥7,500
弱酸性
適量（1〜3㎖）
主成分：エタノール、アロエエキス
有効成分：�グリチレリチン酸ジカリウム、アラントイン
その他成分：�エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、�

ポリオキシエチレン、天然脂肪酸エステルなど
●除菌ができて、しかも手肌をしっとりと守ってくれます。
●�肌にやさしい弱酸性

ミスト状

アルペット手指消毒用�� ■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格

⑦5ℓ 1-2458-0701 5823300 ￥5,830
⑧1ℓ 1-2458-0801 5823400 ￥1,350
食品添加物
有効成分：エタノール（72.3％）
使用量（目安）：原液

⑦ ⑧

ライオン�手指消毒剤��
ハンドミスト�サニテートA�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
⑩750㎖ 1-2458-1001 0605020 ￥1,300
⑪4ℓ 1-2458-1101 0605030 ￥4,500
成分：エタノール
有効成分：�塩化ベンザルコニウム、�

保温剤（グリセリン）配合
●�ポンプを押すと液がミスト状に出るので手のひらに�
まんべんなく噴霧できます。
●�無香性なので、食材・食品に触れる前や調理中、食事
をサーブする前などにも安心して使えます。

⑩ ⑪

アルボース�ハンドアルサワー�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

④4ℓ 1-2458-0401 6619110 ￥5,300
有効成分：エタノール（80％）
その他成分：�グリセリン酸脂肪エステル、乳酸ナトリウム
●�食品添加物配合のアルコール手指消毒剤。食品、飲食関係にピッタリです。

ページコード 商品コード 価格
⑤ポンプボトル�1ℓ 1-2458-0501 6619101 ￥1,400
※中身は別売りです。

⑤④

広範囲のウイルス・細菌に効く

⑫�アルボース��
アルコール手指消毒剤��
アルボナースジェル�500㎖�■ﾀ7

ページコード 商品コード 価格
1-2458-1201 0173100 ￥1,700
有効成分：エタノール・他保湿成分4種類
●�ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
●�手肌と同じ弱酸性です。
●�べたつきが少なくサラッとしています。
●�ジェルなので液が飛散しづらくなっています。

② ③

アルボース�アルコール手指消毒剤��
ハンドアルサワーNL��

ページコード 商品コード 価格
②1ℓ 1-2458-0201 1078140 ¥2,400
③4ℓ 1-2458-0301 1078150 ¥7,000
食品添加物
成分：�エタノール（76.9〜81.4v/v％）�

セタノール、濃グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、�
無水クエン酸、リン酸

●�ノンエンベロープに対しても不活性効果があります。

■ﾅ7

詰替用4ℓ
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④�アルボース��
オートディスペンサー用�
スプレーボトル� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0401 1191240 ¥660

外寸：136×62×H180
重量：66g
材質：ボトル／PE、ポンプ／PP
●オートディスペンサー用液体手指消毒剤用 汎用容器
※中身は入っていません。

③�アルボース��
オートディスペンサー用�
泡ボトル� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0301 1191230 ¥660

外寸：98×61×H193
重量：68g
材質：ボトル／PE、ポンプ／PP
●オートディスペンサー用泡ハンドソープ用容器
※中身は入っていません。

⑤�アルコール手指消毒剤��
アルボナースジェル��
500㎖�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0501 1191290 ¥1,700

外寸：130×61×H177
重量：0.49㎏
●オートディスペンサー用ジェル状手指消毒剤
●ディスペンサー専用ポンプ付

⑥�アルボース��
弱酸性泡ハンドソープ�
500㎖�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0601 1191280 ¥770

外寸：98×61×H193
重量：0.59㎏
●オートディスペンサー用弱酸性泡ハンドソープ
●ディスペンサー専用泡ポンプ付

⑦�アルボース��
ハンドホイップ�
500㎖�� ■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0701 1191270 ¥840

外寸：98×61×H193
重量：0.59㎏
●オートディスペンサー用薬用泡ハンドソープ
●ディスペンサー専用泡ポンプ付
●微香性（フローラルの香り）

⑪�アルボース��
オートディスペンサー用�
スタンド� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-1101 1191220 ¥13,300

外寸：350×350×H1,116
重量：4.9㎏
材質：スチール
●オートディスペンサー専用スタンド
●底アジャスター付

⑫�アルボース��
オートディスペンサー用�
受け皿� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-1201 1191250 ¥570

外寸：121×161×H24
重量：61g
材質：PP樹脂
●ディスペンサー用受皿

⑬�アルボース��
オートディスペンサー用�
ACアダプター� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-1301 1191260 ¥3,300

外寸：32×78×H48
重量：142g
●オートディスペンサー用ACアダプター
●PSE認証済み

衛生的なタッチフリーで
感染リスクを低減

手を触れず安心除菌

手をかざすだけで薬液を吐出す赤外線センサー方式。スプレー、ジェル、
泡の3タイプの薬液に対応しており、ボトルごと取り換え可能で交換も簡単。
ECOモード搭載で、待機電力を低減します。

①�アルボース��
オートディスペンサー��
手洗い用�� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0101 1191200 ¥12,300

外寸：134×103×H251
重量：0.8㎏
材質：ABS樹脂、POM樹脂
●ハンドソープ用オートディスペンサー
●タッチフリー（手をかざすと自動で薬液が吐出します）
※専用ボトルは別売りです。
※単3電池4本使用（別売り）

②�アルボース��
オートディスペンサー��
消毒用�� ■タ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0201 1191210 ¥12,300

外寸：134×103×H251
重量：0.8㎏
材質：ABS樹脂、POM樹脂
●手指消毒用アルコールオートディスペンサー
●タッチフリー（手をかざすと自動で薬液が吐出します）
※専用ボトルは別売りです。
※単3電池4本使用（別売り）

⑧�薬用泡ハンドソープ��
ケアマイルド��
せっけんの香り�4㎏�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0801 4670200 ￥4,500

弱酸性
●すすぎ性のよい、すっきりとした使用感
● 殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール）配合

でしっかりと殺菌効果を発揮
● 保湿成分（DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム、

プロピレングリコール）配合で手肌にうるおいを
残します。

⑨�手指消毒液��
アルボナース�4ℓ�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2459-0901 6618910 ￥10,200

有効成分：ベンザルコニウム塩化物（0.05％）
その他成分： エタノール、 

ポリオキシェチレンラノリンなど
● 水洗い不要の速乾性手指消毒液。3種類の保

湿剤が手に潤いを与えるだけでなく、さらさら・すべ
すべ感も与えます。

● 使用済みボトルの廃棄処理を軽減する減容ボトル
を採用

⑩�手指消毒剤��
ハンドアルサワーNL��
4ℓ�� ■ﾅ7

ページコード 商品コード 価格
1-2459-1001 1078150 ¥7,000

食品添加物
成分： エタノール（76.9～81.4v/v％） 

セタノール、濃グリセリン、 
トコフェロール酢酸エステル、 
無水クエン酸、リン酸

●ノンエンベロープに対しても不活性効果があります。

空ボトル

関連商品手洗い石鹸消毒用アルコール
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⑩�自動手指消毒器��
アルサット�AL10�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2460-1001 2922300 ￥4,743
外寸：172×163×H304（補助板除く）
重量：0.75㎏
電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
●�動力は乾電池なので、電源を必要としない
為、手軽に持ち運びできます。

●�専用液を使用する必要がなく、市販の液体�
アルコールタイプの消毒液が使用可能です。
※�ジェルタイプの消毒液はご使用できません。

③�自動手指消毒器�GUD-1000-PHJ�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2460-0301 8465110 ￥10,500
外寸：147×101×H268
薬液容量：1ℓ
泡状石けん液吐出量：約0.5㎖／回
液状石けん液吐出量：約1.7㎖／回
消毒液噴射量：約1.5㎖／回
アルカリ乾電池単１型４本使用
●�石けん液または消毒液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけで
センサーが感知して、適量の薬液が吐出、噴射するディスペンサーです。
●�据え置き、壁付けでも対応でき、乾電池式なのでコンセントのないところで
も設置可能です。
　（壁付けの際は、別売オプション品が必要です。）
●�LEDランプで電池切れを赤色に点滅してお知らせします。作動中は緑色
に点灯します。
※専用ボトル、トレーは別売になります。

⑯�足踏式ディスペンサー��
HC-8000�� ■ﾗ4

ページコード 商品コード 価格
1-2460-1601 8465010 ￥24,000
外寸：270×326×H1,155～1,555
●�ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタ
ンドの高さを簡単に調節することができます。
※�⑥～⑧ノータッチ式ディスペンサーGUD-
1000-PHJ専用ボトルをご使用ください。

GUD-1000�専用ボトル�1ℓ� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑥アルコール用 1-2460-0601 8465111 ￥580
⑦泡タイプ石鹸用 1-2460-0701 8465112 ￥580
⑧液状タイプ石鹸用 1-2460-0801 8465113 ￥580
※�各ボトルに大容量規格の薬液から詰め替えてご使用ください。

⑥ ⑦ ⑧

④�GUD-1000�専用トレー�A型�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2460-0401 8465114 ￥550

⑤�GUD-1000用�壁取付セット�■ﾗ1
ページコード 商品コード 価格
1-2460-0501 8465115 ￥710

⑨�アルコールディスペンサー��
テッテ�TE500��

ページコード 商品コード 価格
1-2460-0901 1089130 ￥4,900
外寸：147×219×H210　容量：約500㎖
材質：PP　
電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
付属品：トレー、メッセージパネル、パネルスタンド
●�動力は乾電池なので、電源を必要としない為、手軽に
持ち運びできます。

●�専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコール
タイプの消毒液が使用可能です。
※�ジェルタイプの消毒液はご使用できません。

■ﾏ1

手をかざして
シュッと消毒

⑮�スマートテーブル��
M820�SMTB-M820�■ﾀ4�

ページコード 商品コード 価格
1-2460-1501 1249690 ￥16,300
外寸：φ300×H820　重量：3㎏
材質：�ポール／本体アルミ押し出し材、アルマイト仕上�

�天板／アクリル板（黒）�
M脚ベース／スチール、表面コートステンレス

●省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。

L型テーブル付サインスタンド�A4縦�� ■ﾀ7
ページコード 商品コード 価格

⑬シルバー�LTSSAC-A4T 1-2460-1301 3002280 ￥15,000
⑭ブラック�LBTSSAC-A4T 1-2460-1401 3002290 ￥16,500
外寸：246×460×H1,210
材質：本体／アルミフレーム　テーブル／アクリル仕様
●「手指の消毒」ピクトサイン付き（A4サイズ）
●重し付きで安定感抜群
●ポスターは交換できるので、記帳台や灰皿置きにも転用OK

⑭⑬

⑫�アルコール消毒用�
オートディスペンサー Lite�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
TDS-ADL 1-2460-1201 1294650 ￥3,480
外寸：135×93×H195　容量：360㎖
重量：345g
材質：�本体／ABS　ノズル／シリコン�

タンク／ABS＋PC
●スイッチに触れないから衛生的
●噴射液の量も調節可能�（2段階）
●コンパクトで場所を取りません。
●残量が見やすいクリアタイプ
●手になじみやすいミストタイプ
●単三電池×4本で、最大約3,500回

⑪�ELPA�オートディスペンサー��
アルコール消毒液用�ミストタイプ�■ﾏ3

ページコード 商品コード 価格
ESD-07MS 1-2460-1101 1253780 ￥3,980
外寸：120×90×H195　容量：約320㎖
材質：上部／ABS樹脂　下部／PC
電源：単3形アルカリ乾電池×4本（別売）
●センサー式で手をかざすと中の液が自動で出ます。手を引くと止まります。
●吐出量を2段階で調節できます。
●濡れた手でも操作できてキッチンや水回りでも使えます。（防水等級IPX4）

⑰�足踏み式消毒用�
ボトルスタンド��
AS-FB720� ■ﾗ4�

ページコード 商品コード 価格
1-2460-1701 1312680 ￥26,000
外寸：φ300×H720　重量：4.2㎏
材質：スチール製
●ポンプに触れずに消毒液噴射
●ボトルの高さに合わせ調整可能
●周りを汚しにくい受け皿装着
●ボトルサイズを選ばない柔軟性
●対応ボトル寸法：�最大幅115㎜�

高さ132㎜～275㎜

②�ピュアハイジーン��
PH-STD�専用スタンド�■ﾀ3�

ページコード 商品コード 価格
1-2460-0201 1301190 ￥22,000
外寸：450×365×H1,185
重量：5.7㎏
材質：スチール、木板
表面加工：パウダー塗装
※ピュアハイジーンは別売りです。

①�自動薬液噴霧器��
ピュアハイジーン�PH-01B�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2460-0101 5091720 ￥20,800

外　　寸 165×138（トレー設置時280）×H314
重　　量 1.4㎏（電池、空ボトルを除く）
材　　質 ABS樹脂
電　　源 アルカリ乾電池（単1）4本　※付属電池は確認用
使用環境 温度5～40℃　湿度20～80％
付 属 品 専用空ボトル（1,000㎖）、壁面用取付ビス

ACアダプター�（5V･L型）�
1-2460-0102 1301180 ￥3,300 �■ﾀ3 �
専用空ボトル�
1-2460-0103 1301170 ￥1,540 �■ﾀ3 �



●このカタログに掲載されている価格は、2021年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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手をかざすだけで簡単スタート インフルエンザの予防、食中毒の予防には正しい手洗いの励行が大切です。
30秒の手洗いでウイルスは1/100に減少するといわれております。

⑧�カスタム��
ノンタッチタイマー��
TM-30�� ■ﾀ7

ページコード 商品コード 価格
1-2461-0801 0265800 ￥2,700
外寸：70×21.5×H108
最大カウント時間：99分59秒
最小カウント時間：1秒
電源：単4乾電池×3本
●センサー感度／センサー正面から約2～3㎝
●�非接触式なので、衛生的
●�タイマーを使用しない時には、現在時刻を表示する
ことも可能
●�ブザーの鳴動時間、音量を切り替えられる機能付き

防滴 マグネット

時計 フラッシュ
通知

マグネット

⑦�SATO�ノータッチタイマー�
手洗い当番�TM-27�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2461-0701 2590300 ￥2,700
外寸：114×24×H62
電源：単4形マンガン乾電池×3本
設定時間：�5～90秒間を5秒間隔で設定�

※リピート機能付
●�非接触式センサ（スイッチ）採用により、本体に触れるこ
となく手をかざしてタイマーのスタートができ、とても衛生
的です。

⑥�SATO�ノータッチタイマー�
TM-29�

ページコード 商品コード 価格
1-2461-0601 1113200 ￥3,200
外寸：120×22×H62
電源：単4形乾電池×3本
設定時間：1～99分59秒を1秒間隔で設定
●�本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを
開始するタイマーです。

●�アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に
触れることなくアラームを停止します。
●防滴仕様（正面）

■ﾏ1

防滴

マグネット

⑩手洗いチェッカー�■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2461-1001 8462830 ￥18,500
外寸：325×160×H240��
重量：1.8㎏
セット内容：�手洗いチェッカー本体、�

手洗いチェッカー専用ライト�
（専用ライト用乾電池単3×4本別売）、�
手洗いせっけん液250㎖（シャボネットユ・ムS）1本、�
手洗いチェッカー専用ローション250㎖2本

●�専用ローションを手についた汚れに見立てて、特殊なライト下で光らせ
ます。適切な手洗いが実施できているか確認できます。

⑪�手洗いチェッカー�
ローション�250㎖�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2461-1101 8462840 ￥2,400
※⑩の手洗いチェッカー専用ローションです。

⑬�うがい薬コロロ�1ℓ�ポンプ付�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2461-1301 8462811 ￥6,000
医薬部外品
有効成分：�ラウリルジアニノエチルグリシンナトリウム
吐出量：約1.5㎖／回
●�口腔内の殺菌・洗浄・消毒に。口臭も除去します。
●�紙コップなどにうがい薬を1プッシュ入れ、80～100㎖の水でうす
めて、うがいしてください。

⑫�アルボース�うがい薬CPN��
800㎖（ポンプ入り）�■ﾅ7

ページコード 商品コード 価格
1-2461-1201 1078160 ¥5,720
指定医薬部外品
有効成分：�CPC（塩化セチルピリジウム）、�

グリチルリチン酸二カリウム配合
●�1㎖ポンプ付うがい薬
●�口腔内の殺菌・消毒・洗浄・口臭の除去に
●�100倍希釈

①�アルボース�
自動手指消毒器�S-2A�

ページコード 商品コード 価格
1-2461-0101 8389900 ￥137,500
●ノータッチで両手を消毒

■ﾇ4

さまざまな場所で、
さまざまな人に清潔と安心を
両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。片手では
作動しない両手検知機能（片手だけの検知でも作動するように設定できます）。
消毒完了を知らせるブザーなどさまざまな機能がセットされ、使いやすく設計されて
います。

②�アルコール消毒器�て・きれいきMINI�TEK-M1B�■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格
1-2461-0201 6435110 ￥40,000
●�小型タイプでありながら手をまんべんなく消毒できます。
●�噴霧量5段階調節
●�壁掛式、卓上式、てすり式と、どんな所にも簡単に取付できます。
　手すり式は別売金具� 1-2461-0202 6435200 ￥2,800■ﾊ3 �が必要です。
●消毒液の補給は、ボトルごと交換になります。
専用交換ボトル�アロクリンエース�1,000㎖�
1-2461-0203 6435300 ￥2,800■ﾅ1 �

②

③

外　　 寸 250×190×H280
ケース本体 ステンレス製（SUS304）
重　　 量 4.7㎏
電源・電圧 AC100V　50／60Hz
消 費 電 力 作動時30W
作動モード 光電センサー方式
使 用 薬 液 消毒用アルコール他

噴 霧 量
1.0㏄～12.0㏄（可変）
出荷時は3.0㏄（1.5秒）
で設定しています。

タンク容量 1.2ℓ
●自動ドア連動機能付

型 　 　 式 ②て・きれいきMINI
（TEK-M1B）

③自動手指消毒器
（TEK-103D-2）

外 寸 153×173×H297 282×191×H480

重 量 1.5㎏
（壁掛金具0.3㎏、電池0.3㎏を含まず） 4.2㎏

電 　 　 源 単2アルカリ乾電池×4本 AC100V�50/60Hz

消 費 電 力 3ケ月
（0.75㎖噴霧×100回／1日）

噴霧時46W
待機時07W

噴 霧 方 式 圧力噴霧式、流下方式 超音波霧化式

噴 霧 量 0.75（標準）、1.0、2.0、3.0、
4.0㎖／回　可変

0.75、1、2、3、4㏄の
5段階可変

タ ン ク 容 量 1ℓ 1,200㎖
（補給量、1,000㎖）

手指検知方式 赤外線センサー 赤外線センサー

③�自動手指消毒器�て・きれいきⅡ�TEK-103D-2�■ﾇ4
ページコード 商品コード 価格
1-2461-0301 6435410 ￥105,000
●�医療専門に開発された細心設計の上級タイプ
●壁掛式・卓上式とどちらにも使える薄型設計・消音型
●壁掛け金具は別売� 1-2461-0302 6435500 ￥5,000■ﾏ3 �です。
●�消毒液タンクは取り外しての洗浄が可能
●噴霧量5段階調節
●消毒液の残量が一目で確認できる窓付

⑨�カスタム��
ノンコンタクトタイマー�TM-31�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2461-0901 0265810 ￥1,950
外寸：103×22×H61
最大カウント時間：99分59秒
最小カウント時間：1秒
電源：単4乾電池×3本
●�非接触式センサーで本体に手を近づけるだけでタイマーの開始アラー
ムの停止を操作できます。
●�背面に磁石がついているので鉄板面に張り付けて設置できます。
●フック穴・スタンド付

防滴

マグネット

時計

タニタ�非接触タイマー��
洗えるタイプ�TD-424� ■ｻ1�

ページコード 商品コード 価格
④RD�レッド 1-2461-0401 1301140 ￥3,000
⑤BL�ブルー 1-2461-0501 1301150 ￥3,000
外寸：約90×24×H110
電源：単4形アルカリ乾電池×2本
設定時間：最大99分59秒��１秒単位
●�非接触センサー搭載だから手をかざすだけでタイマーのストップ、
スタートが操作可能
●防水等級IPx5で濡れても安心、汚れても洗えます。
●使用する場所に合わせて音量や鳴動時間が変更できます。
●視覚的にも分かりやすい、LEDランプ付き
●�飲食店の厨房・食品工場・不特定多数の人が利用する施設（共
同手洗い場、スポーツジムなど）・美容室等におすすめ

④ ⑤

防水

マグネット

光通知

カウント
ダウン
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⑨�ステンレス�ニッパー�つめきり��
（つめ飛びガード付）�G-1050�■ﾀ7
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0901 110 1493700 ￥2,800
材質：�刃／ステンレス刃物鋼�

バネ／ステンレス�
カバー／ポリカーボネイト、ネオジム磁石

●�つめ飛びガードは磁石付で本体につき取り外しが簡単です。

⑰�ヴォストフ�ネイルファイル�
（爪ヤスリ）7661�

ページコード 全長 ヤスリ部 商品コード 価格
10㎝ 1-2462-1701 � 92 50 3197600 ￥800
13㎝ 1-2462-1702 125 65 3197700 ￥1,100
16㎝ 1-2462-1703 150 75 3197800 ￥1,200

■ｻ1
⑮�カーブ刃つめきり��
（キャッチャーケース付）��
G-1014��

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1501 90 1493600 ￥1,300
材質：�刃／ステンレス刃物鋼�

テコ／亜鉛合金�
キャッチャー／ABS樹脂

■ﾀ7

⑯�キャッチャー��
つめきりM�ブラック��
NC-138�� ■ﾀ7

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1601 85 1493800 ￥500
材質：�刃／特殊浸炭材、クロームメッキ仕上�

テコ／鉄、クロームメッキ仕上�
キャッチャー／ポリプロピレン樹脂

⑭�爪切り�カバー付�
オールブラック��
121BC

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1401 55 8005700 ￥1,200
材質：鋼クロームメッキ

⑬�爪切り�カバー付��
オールクローム��
122CC

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1301 48 8005800 ￥1,250
材質：鋼クロームメッキ

⑫�オールステンレス��
消毒対応�つめきり��
QQ-05�� ■ﾀ7

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1201 92 1493900 ￥1,200
材質：ステンレス
●エタノール消毒に対応しています。

⑩�ヴォストフ��
ネイルクリップ��
（爪切）�5190�
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1001 60 3197500 ￥2,600
材質：ステンレス

■ｻ1

⑪�関兼常�ルーペ付きつめきり��
黒�KC-053��

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-1101 105 1544070 ￥1,650
ルーペ直径：45
材質：�刃部／鋼S55C材（ニッケルクロームメッキ）�

テコ部／鉄（ニッケルクロームメッキ）�
カバープレート／ステンレス�
レンズ／アクリル樹脂　�
樹脂部／ABS樹脂

●拡大レンズでよく見え深爪防止に

■ｻ1

⑧クラシック専用牛皮ケース�■ヌ2
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0801 約130 5751800 ￥1,800

⑦SUWADAつめ切りクラシック�■ヌ1
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0701 約120 5751700 ￥6,500
材質：ハイカーボンステンレス（SUS440鋼）
●�優美なヘアラインを描く表面は汚れに強いサテンフィニッシュを採用
●専用ケース付

美と実用性を兼ねたSUWADA

⑧

⑦

爪に負担をかけない高品質ネイルニッパーをはじめ、健康・美容を提案するブランドです。

①�ネイルニッパー��
ネイルプロX��
NP-2010�� ■ﾅ2

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0101 118 1301070 ￥9,000
材質：SUS420J2
付属品：�爪飛びガード、ステンレス製爪やすり、�

クリアケース
●抜群の切れ味で、爪を滑らかに整えることができます。
●刃はカーブ形状です。

③�爪飛びガード��
SG-10�� ■ﾅ2

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0301 29 1301090 ￥300
材質：ポリスチロール
●装着すると、切った爪が飛び散りません。
※ネイルプロⅡ用です。

②�ネイルニッパー��
ネイルプロⅡ��
NP-1020N�� ■ﾅ2

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0201 115 1301080 ￥6,000
材質：SUS420J2
付属品：�クリアケース
●抜群の切れ味で、爪を滑らかに整えることができます。
●刃はストレート形状です。
※爪飛びガードは別売りです。

④�ネイルニッパー用�
本皮ケース�WL-001��■ﾅ2

ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0401 157 1301100 ￥1,500
材質：本革
●ベロア生地本革製のケースです。
●ネイルプロX/Ⅱ兼用です。

⑥�ガラスファイル��
（爪ヤスリ）�GF-001��■ﾅ2
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0601 135 1301120 ￥1,500
材質：ガラス
●チェコガラス製爪やすりです。
●軽い力で爪を滑らかに仕上げることができます。
●洗浄できて衛生的です。

⑤�ネイルファイル��
（爪ヤスリ）�WF-001��■ﾅ2
ページコード 全長 商品コード 価格
1-2462-0501 125 1301110 ￥1,000
材質：SUS410
●ステンレス製爪やすりです。
●�表裏で異なる加工を施しており、粗削り用と仕
上げ用として使い分けいただけます。
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⑫�18-8��
ステンレスフック�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2463-1201 4792810 ￥1,000
サイズ：58×60×H74
付属品：両面テープ
※ヴァイカンブラシ専用のフックです。
※ブラシは別売りです。

㉞�キクロンファイン��
軽石ブラシ� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2463-3401 8392020 ￥250
サイズ：70×45×H32
毛長：10

臭い、汚れが取れる不思議な石

㉟�けいそう土クリーン石��
EKC-60��

ページコード 商品コード 価格
1-2463-3501 4254400 ￥1,200
サイズ：80×65×H15
重量：70g
材質：�珪藻土（SIO2）78％�

カオリン粘土22%
●�手に付いた嫌な臭いをとる石鹸です。
●ギザ面で臭い、汚れを掻きだします。

■ﾀ1

④

⑧

⑤

⑨

⑥

⑩

⑦

⑪

㉛�除菌爪ブラシ��
№555�つめっこ�

ページコード 商品コード 価格
1-2463-3101 6619000 ￥1,700
サイズ：φ90×35　毛長：9
●�側面ブラシが本体とはずれ、手の甲や手のひ
らのガンコな汚れを洗浄する事ができます。

■ｻ1
㉜�ネイルケアペンギン��
グリーン�AZ950G�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2463-3201 8503500 ￥630
全長約100　ブラシ：ナイロン
毛長：表／17��裏／10
硬さの違う2種類のブラシ

㉝�木柄�爪ブラシ��
（両面植毛）
ページコード 商品コード 価格
1-2463-3301 6936800 ￥1,600
幅35×全長105
毛長：表／12��裏／8

㉗�リバーシブルタイプ�
ハンドブラシ�（2個入）

ページコード 商品コード 価格
1-2463-2701 2920100 ￥3,500
サイズ：96×46×H40
毛長：表／20��裏／9～11
●�手・腕用（表）、爪用（裏）のリバーシブルタイプ

㉚�ナイロン毛�ハンドブラシ��
QQ-405��

ページコード 商品コード 価格
1-2463-3001 1494000 ￥500
サイズ：85×25×H45　毛長：10
材質：�グリップ／ポリプロピレン

■ﾀ7

㉙�サンコー��
手洗いブラシ�

ページコード 商品コード 価格
1-2463-2901 5896600 ￥1,150
幅40×全長110�
毛長：20

㉘�手洗いブラシ��
（ナイロン爪洗付）�№77
ページコード 商品コード 価格
1-2463-2801 6937000 ￥1,600
幅45×全長110
毛長：表／17��裏／10

ジャストマン��
カラーネイルブラシ�1832

ページコード 商品コード 価格
⑬ホワイト 1-2463-1301 7904810 ￥570
⑭レッド　 1-2463-1401 7904910 ￥570
⑮ブルー　 1-2463-1501 7905010 ￥570
サイズ：105×36　毛の長さ：20
材質：ポリプロピレン
※爪専用ブラシです。

⑬ ⑭

⑮

㉕�カーライル�
ハンドネイルブラシ��
40020

ページコード 商品コード 価格
1-2463-2501 7032600 ￥2,100
幅63×全長128　毛長：白／22��黒／15
線径：0.2㎜　材質：ソフトポリエステル

アルボース�ハンドブラシボックス� ■ﾅ1
⑯グリーン ⑰ピンク ⑱ホワイト 価格

セット�　　　　　� 1-2463-1601
2909500

1-2463-1701
2909510

1-2463-1801
2909520 ￥2,400

ハンドブラシ�5 ヶ入 1-2463-1602
2909600

1-2463-1702
2909610

1-2463-1802
2909620 ￥1,000

ボックス��228×57×H150��ハンドブラシ��65×25
材質：本体／ABS樹脂、ブラシ／ナイロン　毛長：12
ボックス同士縦横に連結ができます。�フック2ヶ付
※写真はセットです。

⑯ ⑰ ⑱

ヴァイカン�ネイルブラシ
ハードタイプ�6440�

ページコード 商品コード 価格
④ホワイト 1-2463-0401 3595110 ￥1,600
⑤レッド　 1-2463-0501 3595210 ￥1,600
⑥イエロー 1-2463-0601 3595310 ￥1,600
⑦グリーン 1-2463-0701 3595410 ￥1,600
⑧ブルー　 1-2463-0801 3595510 ￥1,600
⑨ピンク　 1-2463-0901 6923900 ￥1,600
⑩オレンジ 1-2463-1001 6923910 ￥1,600
⑪パープル 1-2463-1101 6923920 ￥1,600
サイズ：48×123　毛の長さ：17㎜
●�丈夫な毛なみで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

■ｻ1

② ③①

PP�爪ブラシ�№250�
ページコード 商品コード 価格

①ブルー 1-2463-0101 3115610 ￥440
②ピンク 1-2463-0201 3115620 ￥440
③グリーン 1-2463-0301 3115630 ￥440
63×25×H40
毛長：18

㉔⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

㉖�カーライル��
ハンド＆ネイル�
ブラシセット�40021

ページコード 商品コード 価格
1-2463-2601 3656400 ￥3,500
●�ハンドネイルブラシ、コード、吊り下げフック
のセットです。

バーキュート�私の爪ブラシ�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑲白 1-2463-1901 3122500 ¥680
⑳赤 1-2463-2001 3122600 ¥680
㉑青 1-2463-2101 3122700 ¥680
㉒黄 1-2463-2201 3122800 ¥680
㉓緑 1-2463-2301 3122900 ¥680
サイズ：30×78　毛の長さ：18
材質：毛／PBT　台／ポリプロピレン
●�150℃まで耐えられる高耐熱性素材。
　�高温消毒も可能でバクテリアの繁殖を抑え、衛生面で
も安心です。
●�短毛で爪の洗浄、長毛で肘から先、手のひら全体をやさ
しく洗えます。
※ホルダーは別売りです。

㉔専用ホルダー 
1-2463-2401 3123500 ￥175 �■ｻ1
21×63×H42
※取付用両面テープ付き
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①�エコクリーン�18-0�洗面器� エ コ
クリーン■サ2

ページコード 外径 内径 深さ ℓ 商品コード 価格
1-2464-0101 310 300 83 3.4 2271500 ￥8,700

②抗菌ステンレス�洗面器��
ページコード 外径 内径 深さ ℓ 商品コード 価格
1-2464-0201 310 290 83 3.4 6298000 ￥6,900

③MA�18-8�ゴムリング付�洗面器�
ページコード 外径 内径 深さ ℓ 商品コード 価格
1-2464-0301 320 270 85 3.8 0399500 ￥4,900

④純銅�洗面器� ■サ1
外径 ページコード 内径 深さ ℓ 重量 商品コード 価格
32㎝ 1-2464-0401 300 85 4.1 620g 6309600 ￥7,500

⑤モモ�18-0�洗面器�
外径 ページコード 内径 深さ ℓ 商品コード 価格
29㎝ 1-2464-0501 245 80 2.8 0399200 ￥2,500
32㎝ 1-2464-0502 270 87 3.0 0399300 ￥2,900

⑨�EBM�イレクター��
洗面器スタンド��
ダブルタイプ� �■ア1

ページコード 商品コード 価格
1-2464-0901 8380800 ￥37,500
外寸：775×335×H820
※32㎝の洗面器が使用できます。
●ダブルタイプはキャスター付です。
●錆に強く、丈夫で軽い
●鋼鉄パイプに樹脂コーティング

⑩洗面台（組立式）
ページコード 商品コード 価格
1-2464-1001 6382510 ￥8,000
外寸：310×H690
リング径：φ300
材質：スチールクロームメッキ
※�直径32㎝の洗面器が使用できます。

⑧�EBM�イレクター��
洗面器スタンド��
シングルタイプ� ■ア1

ページコード 商品コード 価格
1-2464-0801 8380700 ￥15,000
外寸：470×440×H735
※32㎝の洗面器が使用できます。

⑦�EBM�18-8�洗面器スタンド���
ダブルタイプ

ページコード 商品コード 価格
1-2464-0701 8123600 ￥80,000
外寸：680×350×H800　リング径：φ310
キャスターサイズ：φ40×4自在（2ストッパー付）
※31㎝〜36㎝の洗面器が使用できます。

⑥�EBM�18-8�洗面器スタンド���
シングルタイプ

ページコード 商品コード 価格
1-2464-0601 6310010 ￥53,000
外寸：346×346×H800　リング径：φ310
キャスターサイズ：φ40×4自在（2ストッパー付）
※31㎝〜36㎝の洗面器が使用できます。

※洗面器、タオルは別売です。
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電解水

抗菌シート

合成洗剤

多目的洗浄剤��
アクアテクノ550�� ■ﾀ0

ページコード 商品コード 価格
⑨� 4ℓ 1-2465-0901 6143550  ￥10,000
⑩20ℓ 1-2465-1001 6143560 ￥40,000
アルカリ性　濃縮タイプ　原液～30倍希釈
●�非イオン系界面活性剤
●�換気扇や調理台から客室のテーブルや照明、�
メニューまであらゆる拭き掃除に対応します。

これ1つで全ての拭き掃除に使える2度拭き不要の多目的洗浄剤

⑨ ⑩

アルカリ洗浄剤��
コゲクリーン�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
⑪� 4ℓ 1-2465-1101 6143570�� ￥9,600
⑫20ℓ 1-2465-1201 6143580 ￥24,500
アルカリ性無リン　原液～100倍希釈（汚れに応じて）
●�魚焼き機・オーブン・焼き網・天板等の焦げつき汚れ（糖質＋
デンプン＋動植物油脂）固化した油分に素早く浸透し、分解
溶解します。

界面活性剤、アルカリ剤、溶剤のトリプル相乗効果

⑪ ⑫

アルカリ洗浄剤�
超電水�クリーンシュシュ� ■ﾅ1

ページコード 容量 商品コード 価格
③Lボトル�L-500 1-2465-0301 � �500㎖ 7496500 ￥980
④詰替用�LL-1000 1-2465-0401 1,000㎖ 7496520 ￥1,400
⑤4L 1-2465-0501 � � �� 4ℓ 7496510 ￥5,400
成分：電解アルカリ水100％　使用量（目安）：原液
《使用できるもの》� 冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座など
� 効果：洗浄・除菌・シミぬき・消臭
《使用できないもの》　漆器・皮革類・銅製品・シルク製品・ニス塗りの家・塗装面など

⑤③ ④

⑥�多目的洗剤��
スーパーオレンジ�4ℓ�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2465-0601 0824510 ￥9,500
アルカリ性
天然オレンジオイル配合だから汚れに強く、手
肌にやさしい。
植物由来の主成分で除菌もできます。

用途および標準希釈倍率
強力な洗浄力で頑固な汚れもすばやく簡単に除去できます。

５倍（頑固な汚れ） 30倍（一般汚れ） 100倍（軽い汚れ）

換気扇
フード
レンジ周り
カーペット

イス・テーブル
照明器具
ステンレス製品
ビニール製品
プラスチック製品

鏡
窓ガラス

○�各種床剤および建物内外装、什器・備品の洗浄
　（�しっくい壁など水洗いのできない素材や食品類には適しません。）
○�用途および汚れの程度に応じ、水で5～100倍にうすめてご使用ください。

⑦�アルカリ洗浄剤��
Ｄクリーナー

ページコード 商品コード 価格
� 2ℓ 1-2465-0701 5091500� ￥12,800
� 5ℓ 1-2465-0702 5091400� ￥26,400
20ℓ 1-2465-0703 5091300 ￥80,000
⑧専用�スプレー容器500㏄��
1-2465-0801 5091600 ￥960

●原液使用（1㎡あたり8回スプレー）
　�換気扇・レンジ（フッ素加工・ガラストップ製品２００倍で）・
ホーロー以外のシンク・蛇口・ホーロー以外の浴槽・浴室の
床や壁・陶器（タイル、便器）・水洗タンク

●50倍に薄めて
　（水1ℓに対して20㎖／スプレー24～２５回分）
　�レンジフードカバー・ブラインド・ホコリ汚れのひどい照明器
具のかさ・冷蔵庫の天面・エアコンの上
●200倍に薄めて
　（水1ℓに対して5㎖／スプレー6～7回分）
　�照明器具・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・テレビ・電話機な
どの外側や浴室小物・洗面台・便座などの樹脂製品・電磁
調理器やガラストップ製品・鏡・窓ガラス・合成皮革・コー
ティングされている木製品・畳・ホーロー製品

《ご使用できないもの》
　�塗装・フッ素コート・水がしみ込む木製品・塗り製品・フローリ
ング床・真ちゅう・銅製品・アルミ製品・革製品

スプレー容器

⑦ ⑧

①�リケガード��
抗ウイルス＆抗菌シート��
A4タイプ（5枚入）�■ﾅ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2465-0101 1312630 ￥6,000
外寸：209×297
●好きなサイズに切って使用できるA4シートタイプ

②�リケガード��
抗ウイルス＆抗菌シート��
ロールタイプ�� ■ﾅ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2465-0201 1312640 ￥8,400
外寸：90×5m
●長さを生かして自由にカットできるロールタイプ

●�SIAA（抗菌製品技術協議会）の抗ウイルス・抗菌の認証を取得した
PVC素材のシートです。
●�接触感染のリスク回避に、不特定多数が触る部分に貼るだけで抗ウイ
ルス、抗菌機能を持たせることが可能です。
●�エンベロープ有り・無し両方のウィルスを99.99%減少させる効果を発揮
●�フィルム表面の抗菌作用により細菌の増殖を1/100に抑制します。
●�柔軟で半透明、マット調のためどのようなシーンにもご利用いただけ、気
泡が抜けやすく使いやすいシートです。
●�利用シーン例：カゴ・カート・手すり・取っ手・ドアノブ・トイレ回り・自販機・食
券機・各種スイッチ、ボタン
※�リケガードとは、ウイルスや細菌などの病原体に対する感染症対策のた
めにリケンテクノス株式会社で開発された商品です。

新しい生活様式に！
切って貼れる抗ウイルス＆抗菌シート

抗ウイルス＆抗菌対応を
行うことで好印象と信頼の
向上につながります。
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ウイルス・細菌対策

②�アルボース�汚物専用除菌剤2000�2㎏�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2466-0201 0162210 ￥800
成分：�2000ppm次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
●�原液で使用できる2000ppmの次亜塩素酸ナトリウムを採用。汚物処理時に、
薬剤を希釈する手間がいりません。
●�じゅうたん等の色物繊維は退色する場合があります。大理石、アルミ等の金属、
木材等染み込むおそれのあるものにはご使用できません。
※①の汚物処理セットと併せて使う事で安全に処理できます。

緊急時のすばやい除菌に
除菌剤とシートを合わせて安全に感染対策

①�アルボース��
汚物処理セット�N�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0101 0162200 ￥1,200
●�回収ヘラで直接手に触れるリスクを減らします。
●�エプロンは作業時に袖がずり上がらない親指
フック付の長袖タイプで感染を低減します。
●�手袋はもちろん、使いすての靴カバーで拡散を
防止します。

※�セットの他に②アルボース汚物専用除菌剤を
併せてご使用ください。

汚物処理マニュアル　1枚ポリ袋　2枚
高吸収シート

10組（1組4枚重ね）

使い捨て手袋
2双（4枚）

回収ヘラ（紙製）
2枚

使い捨てエプロン長袖
（親指フックタイプ）1枚

使い捨て靴カバー
1足（2枚）

使い捨てマスク
1枚

セット内容

⑥�嘔吐物・排泄物処理用��
抗ウイルスシート�QQシート�（3枚入）�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0601 0133200 ￥3,000
●�繊維に付着したウイルス・細菌に対し抗ウイルス・抗菌効果があります。
●�飲食店、施設等の直ちに廃棄等の処理が出来ない場合での嘔吐物の封じ込め
が可能です。抗ウイルス性不織布＋吸収ポリマー＋防水フイルムの3層構造で高
い吸収性能

感染リスクの高い嘔吐物・排泄物を
安全に処理できます。

■QQシート処理の流れ

密閉 凝固

回収廃棄

水分
吸収

ウイルス減少率99%以上嘔吐物に
シートをかける

➡ ➡ ➡

➡ ➡

⑤�汚物処理キット��
サンワスピード��
クリーンEX�� ■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0501 6566100 ￥5,700
＜セット内容＞
・サンワスピードプロテクト×3セット
・サンワスピードフリーズ�300ｇ
・次亜塩素酸ソーダ�500㎖　
・スポイト�10㎖
・チェアバケツ�9ℓ　
・ディスポチリトリ×3枚
・抗菌ソフトペーパータオル�150組
・メディクロール�400㎖

⑦�ハンディ型オゾン発生装置��
HYD-200H�

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0701 8048500 ￥200,000
外寸：560×100×H130
電源：単相100V　50/60Hz
重量：3.8㎏　材質：18-8ステンレス
コードの長さ：2m
●�手軽に持ち運びでき、約50㎡を脱臭・除菌ができます。
●�カビやノロウイルスにも効果的で、害虫駆除対策にもなります。
●�オゾンによる脱臭・除菌効果と紫外線除菌効果のツインパワー
●タイマー標準装備

■ﾀ7

脱臭・除菌を同時に行うには
オゾンが最適！

③�嘔吐物緊急凝固剤セット��
ゲロポン�175-W��■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0301 5553600 ￥1,500
ケースサイズ：400×300×H50
●�嘔吐物等に振りかけるだけですばやく水分を吸収
して簡単に凝固させます。
●箱が組立式のチリ取りになります。
〈セット内容〉1回分
・箱（組立式チリ取り兼用箱）
・嘔吐物凝固剤（100g）　・ヘラ　・ポリ手袋
・ペーパータオル　・手提げポリ袋　・マスク

④�業務用��
嘔吐物緊急凝固剤�
ゲロポン�182-W��■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2466-0401 5553710 ￥4,000
容量：950g（約9～10回分） 
●�片手で使える把手付き容器
●�サラサラ振って混ぜるだけですばやく凝固
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80 ⑦�グリストラップ用オゾン発生装置��
HYD-OH-202��

ページコード 商品コード 価格
1-2467-0701 8048600 ￥400,000
外寸：300×375×H170　電源：単相100V　50/60Hz
重量：12㎏　材質：18-8ステンレス　コードの長さ：2m
付属品：�ホース3m、配管1本
●�オゾンがグリストラップ内の油脂を分解し、清掃作業の頻度が減少します。
●�オゾン分解された油脂は、粘性が低下する為、配管詰まりを抑制します。
●�オゾンの脱臭効果により、グリストラップから発生する臭いを軽減します。

■ﾀ7

防滴

厨房配管

本体

散気管

処理排水

オゾンガス供給配管

⑤グリーストラップ��
ゴミキャッチャー��
マックネット（10枚入）�� ■ｱ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

S 1-2467-0501 � �800×260 3026300 ￥6,800
L 1-2467-0502 1,000×500 3026200 ￥6,900
材質：可燃性ポリエチレン
●�バスケットにかぶせるだけで細かなクズまでキャッチします。

⑥パイプ詰まり取りま専科�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2467-0601 8521000 ￥2,350
材質：（ワイヤー）硬鋼 
　　��線＜亜鉛メッキ＞�
　　�（グリップ）ABS樹脂
●グリップは自由に動いて握るだけで固定
●ワイヤー全長約4m

④�ECOSAS��
マジックファイバー�
油吸着材�1,200g��■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2467-0401 1212770 ￥24,000
外寸：500×320×H330（箱サイズ）
材質：ポリプロピレン
●必要な分だけちぎっての使用が可能です。
●�水を弾き、油のみを吸うため、強い保持力
を維持し続けます。
●グリストラップの清掃にも使用可能です。

最強コラボで実現できます！！

労務軽減／人件費・コスト削減！！

②�EOSAS��
グリストラップ浄化剤�300g�■ﾅ7�

ページコード 商品コード 価格
1-2467-0201 3013810 ￥7,000
外寸：140×H230
重量：400g（内容量300g）
材質：�竹炭、高炭素セラミック、天然鉱石、�

特殊ミネラルパウダー、酵素
●�油分・ヘドロを分解して清掃時間を短縮してゴミを削減できます。
●�効果が一か月間と長く、継続使用で効果が更に上がります。
●�水質を改善することにより虫の発生を抑制します。
●�活性化した微生物が排管に流れることにより排管トラブルも抑
制します。

●�化学物質がゼロで環境基準（環境省）27項目全てをクリアした
環境にやさしい商品です。

微生物を強力に活性化！
油分やヘドロ、悪臭を分解消臭し、
さらに排水管のつまりを防ぎます。 圧倒的な保持力で一度吸った油は逃さない！

①�EOSAS��
グリストラップ改善セット�■ﾅ1�

ページコード 商品コード 価格
1-2467-0101 3013800 ￥18,000
セット内容：�グリストラップ浄化剤� 300g×1袋�

マジックファイバー� 300×600×12枚
材質：�マジックファイバー／ポリプロピレン
●グリストラップを完全管理して労務軽減できます。
●�１ヶ月分のセットです。
●�毎日の作業はグリストラップの残渣を捨てるだけです。
●�継続使用によりグリストラップの清掃時間が短縮できるので
コスト削減も貢献します。

沈殿物を強力に分解するので排水管のトラブルを抑制できます。
排水管のトラブルを抑制

廃棄物の減少により廃棄コスト削減ができます。
廃棄コスト削減

悪臭によるお店のイメージダウンを阻止できます。
イメージダウンを阻止

改善セットで費用対効果を向上！

③�ECOSAS�マジックファイバー�� ■ﾅ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

油吸着シート（1枚） 1-2467-0301 300×300 1212750 ￥540
油吸着シート（50枚入り）1-2467-0302 300×300 1212760 ￥26,000
材質：ポリプロピレン　1枚約20g
●1枚のシートで1リットルの油を吸着します。
●必要な分だけちぎっての使用も可能です。
●水を弾き、油のみを吸うため、強い保持力を維持し続けます。
●グリストラップの清掃にも使用可能です。

詳しい説明はこちら
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沈んだヘドロをスイスイキャッチ

⑭�グリストラップ用�水切袋�
スキットロン（10枚入）

ページコード 外寸 商品コード 価格
M型 1-2468-1401 250×550 6270000 ￥2,100
L型 1-2468-1402 250×700 6270100 ￥2,400
材質：ポリエステル100％
耐熱温度：−30℃〜100℃
●�フリーサイズで伸縮自在、口開きがよいので使いやすく丈夫です。
●水切れがよく、細かいゴミも逃しません。

UK�18-8�ヘドロキャッチャー
ページコード すくい部 柄長 商品コード 価格

③L 1-2468-0301 180×200 1,200 3676230 ￥31,500
④S 1-2468-0401 � 65×140 1,200 3676240 ￥29,500

別梱包③ ④

⑫�ピグ�油専用エコノミーマット��
（10枚入）�MAT45410P�■ﾏ1
ページコード 商品コード 価格
1-2468-1201 3867900 ￥2,100
サイズ：380×510　材質：ポリプロピレン100％
吸収量：約658㎖／枚
●水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。
●�油分の吸収能力、保持性が高いので、グリストラップに浮か
べるだけで悪臭の原因となる油分を回収します。
●�ミシン目が入っているので簡単に半分のサイズにカットできます。

②①
グリーストラップ用清掃道具�
すくいん棒�

ページコード すくい部 柄長 商品コード 価格
①大 1-2468-0101 180×200 1,200 1577610 ￥9,800
②小 1-2468-0201 � 65×140 1,200 1577710 ￥6,800
材質：�すくい部／ステンレス　柄／アルミ　グリップ／PVC
●�すくい部がパンチング形状なので、水切れが良く、柄が長いので、楽な
姿勢で作業ができます。

別梱包■ﾏ1

⑬�グリストネット�（10枚入）�� ■ﾊ1
ページコード 外寸 商品コード 価格

S 1-2468-1301 約350×約160 1561940 ￥1,000
M 1-2468-1302 約350×約300 1561950 ￥1,300
L 1-2468-1303 約450×約300 1561960 ￥1,500
LL 1-2468-1304 約500×約500 1561970 ￥2,900
材質：ポリエスチル
●簡単にセットするだけで、細かいゴミまでキャッチします。
●ダブルラッセル編みなので、伝線しづらく、水切れも良好です。
●取り出して捨てるだけなので、手間がかからずいつも清潔です。

⑦�溝シャベル�AZ679�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2468-0701 8529300 ￥1,200
全長：630��
スコップ部：90×120
材質：�ポリプロピレン、ステンレス
●�先端の左右を角形と丸型にカットしてあり、�
溜まったゴミや泥を取り除く時に便利です。

グリーストラップ用油吸着シート�
グリースクリーン� ■ﾊ1

ページコード 外寸 商品コード 価格
⑧ロールタイプ�� 　　 1-2468-0801 500×10m 1577800 ￥4,300
⑨カットタイプ�5枚入 1-2468-0901 500×500 1577900 ￥1,100
材質：ポリプロ繊維100％
●グリストラップに溜まった油が浮かべておくだけでラクラクとれる
1.�グリースクリーンは浮かべるだけ、水を吸わないので沈みません。
　　　　　　　　
2.�グリストラップに流れ込む油脂分を吸着
　　　　　　　　
3.�吸着したら取り出して廃棄するだけ

⑧ ⑨

⑩�プロマット吸油シート�
（10枚入）��
AMC400110P�

ページコード 商品コード 価格
1-2468-1001 3865200 ￥2,340
サイズ：500×500
材質：ポリプロ繊維100％
吸収量：約946㎖／枚
●�水面の油膜もすばやく吸収し、はさみで簡単に
カットすることができます。
●�水は吸収せず、油のみを吸収するマットです。

■ﾏ1

⑪�オイルホールド用��
油吸収材�オイルホールド��
OH50G�50枚入り�■タ4

ページコード 商品コード 価格
1-2468-1101 1053640 ￥20,000
外寸：300×H400　厚さ：30〜40
●グリストラップの油吸収材です。
●水は吸わずに油だけ吸収します。
●グリストラップの槽に浮べておくだけで油を吸収します。
●�1枚当り50gの吸収材入で約2㎏以上の油だけを吸収します。
●吸収後は簡単に廃棄が出来ます。
●自治体によっては可燃ごみと一緒に廃棄が可能です。

⑤�グリス棒くん�1本柄�� ■タ7
ページコード 商品コード 価格

CL-988-236-0 1-2468-0501 3013940 ￥7,200
すくい部：約188×100、柄長：約685
材質：ステンレス
●グリストラップの浮遊物をすくい取ります。
●ステンレス製なので、錆びにくいです。
●回収ネットは付属していません。
●回収ネットには市販の水切りネットをお使いください。

⑥�グリス棒くん�ハイポール用��■タ7
ページコード 商品コード 価格

CL-988-237-0 1-2468-0601 3013950 ￥7,800
すくい部：約188×100、全長：約380
材質：ステンレス、ナイロン
●伸縮柄対応で大型容器でも使用できます。
●回収ネットは付属していません。
●回収ネットには市販の水切りネットをお使いください。
●P2514-①〜④ハイポール用ポールⅡにセットしてお使いください。
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食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。

⑤�BIC＃20専用�スタンド�
キャスター付�KC-14�■ｻ4

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0501 2863140 ￥28,000
外寸：470×420×H805 
キャスター：�ナイロン製φ50�

（自在×4��2輪ストッパー付）
材質：スチール
※写真のバックインコンテナーは別売りです。

⑥�バックインコンテナー用�
スタンド�SK-14��■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0601 2863100 ￥39,800
外寸：405×400×H725
材質：ステンレス
※�写真のバックインコンテナーは別売りです。

⑦バックインボックス用スタンド� ■ｻ4
ページコード 外寸 商品コード 価格

S�№20FC 1-2469-0701 317×317×H388 2863151 ￥26,000
S�№10 1-2469-0702 271×271×H388 2863161 ￥25,000
キャスター：�ナイロン製φ50（自在4��ストッパー2ケ付）
※写真のバックインボックスは別売りです。

⑧�BIC＃20専用スタンド�
S�BIC�№20�� ■ﾏ4

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0801 2863131 ￥24,000
外寸：317×317×H325
材質：18-8ステンレス 
●アジャスター付
※�写真のバックインコンテナーは別売りです。

※�①②の写真は�
中身をセットした�
場合のイメージです。

①�バックインコンテナー��
蓋穴明き�BIC＃20-2�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0101 2863000 ￥3,900
外寸：356×356×H321 
材質：ポリプロピレン

②�バックインコンテナー�
本体穴明き�BIC�＃20-1�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0201 2956400 ￥3,900
外寸：356×356×H331 
材質：ポリプロピレン
※�セットしたままスタッキングできます。

④�バックインコンテナー��
本体穴明き�BIC＃10�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0401 2863120 ￥5,900
外寸：316×316×H252��
材質：ポリプロピレン

③�バックインコンテナー��
蓋穴明き�BIC＃10� ■ｻ3

ページコード 商品コード 価格
1-2469-0301 2863110 ￥3,900
外寸：316×316×H252��
材質：ポリプロピレン

⑨�一斗缶スタンド�らくする�■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2469-0901 5622600 ￥8,500
355×365×H465
材質：スチール
※写真のオイルジョッキは別売になります。

⑩�キャスター付��
スチール缶スタンド�
（角缶用）�KC-02�
ページコード 商品コード 価格
1-2469-1001 8474800 ￥25,000
395×420×H845
キャスター：�φ50×4（ナイロン製）�

4輪自在2輪ストッパー付
材質：スチール

■ｻ1

⑪�角缶用��
スチール缶スタンド��
KC-01��

ページコード 商品コード 価格
1-2469-1101 8474700 ￥18,000
385×420×H860
材質：スチール

■ｻ1

●�缶をスタンドへ取り付ける際は脱落防止用ストッパーをセットするだけ、ワンタッチ！
●�給油は専用ハンドルを傾けるだけでOK！持ち上げる手間もなく、労力軽減、楽々作業
●�キャスター付タイプはいつでもどこでも軽快に運搬できます。あなたのグットパートナー⑩、⑪

一斗缶用バルブ�MWC-40BS� ■ｻ1
ページコード 商品コード 価格

⑫赤　　　 1-2469-1201 8489330 ￥9,400
⑬緑　　　 1-2469-1301 8489340 ￥9,400
⑭黄　　　 1-2469-1401 8489350 ￥9,400
⑮オレンジ 1-2469-1501 8489360 ￥9,400
●スカート（盛りあがり口）外寸φ40㎜専用
●�ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができ�
ます。
●�中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。

⑬ ⑭ ⑮⑫
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ツインクル
ページコード 容量 商品コード 価格

①銀磨き�シルバー 525005 1-2470-0101 124g 2394900 ￥1,100
②銅磨き�カッパー 525105 1-2470-0201 124g 2395000 ￥1,100

クリーム状
※ 真鍮製品・ステンレス製品も磨けます。

③ハガティー�銀磨き 

ページコード 商品コード 価格
1-2470-0301 3411700 ￥4,300

250㎖（液体）

④マトファー�銅磨き
（クリーム状）

ページコード 商品コード 価格
0.15ℓ 1-2470-0401 3412000 ￥6,500
� � �1ℓ 1-2470-0402 3411900 ￥28,000

⑥�シルバーポリッシュ�
パウダー�157W�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-0601 7439300 ￥550

60g  φ72×H58
● 金、銀、銅、真鍮及びその合金製品、ステ

ンレス製品に使用できます。
● 湿った布かスポンジにつけて磨けます。
● 研磨性に優れハードな光沢に仕上げます。

⑤�シルバーポリッシュ�
ペースト�153W�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-0501 7439200 ￥600

180g  φ72×H58
● 金、銀、銅、真鍮及びその合金製品、ステ

ンレス製品に使用できます。
● そのまま、布かスポンジにつけて磨けます。
● 高級洋食器への使用に最適、ソフトな光

沢が得られます。

金属磨き

㉕�業務用 サビトリ��
（T-15）�� ■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2501 5776100 ￥3,000

サイズ：80×65×H13 
材質：ウレタン樹脂ゴム（中目）

㉗�メタルマーク��
除去剤�2㎏ ■サ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2701 6816800 ￥4,500

酸性
● 陶器製カップの金属痕（メタルマーク）を

簡単に取り除くことができます。

① ②

㉖�汚れ・サビ取り消しゴム��
PA-2010��

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2601 7358550 ￥850

サイズ：50×40×H20
材質：溶融アルミナ、ポリ塩化ビニル
●庖丁、ナイフなどの汚れサビ落とし
● 鍋やガスコンロ、水蛇口、シンク流し台などの 

汚れ落とし
● アルミ製品の塗料落としや、接着面の汚れ落とし

■サ1

⑪�シーバイエス�金属磨き�
ステングロス 

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1101 7386100 ￥1,500

正味量：480㎖
無リン・弱アルカリ性・低臭・発泡性
● 食品添加物だけでつくられた安全性の高い製

品。クリーニング、ツヤ出し、保護が同時にできま
す。特殊オイルのはたらきで表面を傷つけず、美
しい光沢を一層増します。スチール、アルミ、真
鍮等にも使えます。

■サ1
⑦�銀器専用�金属磨き�
ビストロシルバーS�
1.5㎏� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-0701 4471700 ￥3,600

● 銀器の曇りや、ターニッシュを除去し美しい
輝きを呼び戻します。（無臭、クリーム状）

⑧�LW�シルバークリーナー��■サ1
ページコード 商品コード 価格

� �� 50㏄ 1-2470-0801 8649600 ￥600
� �200㏄ 1-2470-0802 8649700 ￥1,200
1,000㏄ 1-2470-0803 8649800 ￥5,000

液体

⑨液体�多用途洗浄剤
サックスクリーナー��■ｱ2

ページコード 商品コード 価格
� 1ℓ 1-2470-0901 4471300 ￥6,000
20ℓ 1-2470-0902 4471400 ￥80,000

● 銀器の下洗、保存、保護および、厨房内および
フロアーなどの清掃全般に。

⑩�3M�ターニシールド��
銀磨き� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1001 4471810 ￥2,000

液体　容量：226g

液体�金属磨き�ピカール�� ■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格

⑮300g 1-2470-1501 8233000 ￥470
⑯500g 1-2470-1601 1212300 ￥670
⑰4㎏ 1-2470-1701 8235100 ￥4,000

● 真鍮、銅、ステンレス、アルミ等あらゆる金属、又プラス
チック、塗装部の汚れなどのお手入に使用できる万
能液です。

⑰

⑯
⑮

⑬�ニューシルクリーンN��
500g 

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1301 2395210 ￥3,100

● 粘性液体状の、銀器のターニッシュ・曇りの
除去、艶出し専用洗剤です。

● 研磨粒子が細かくキズがつきにくく、又銀変
色防止剤を配合

■ｱ1
⑱�金属磨き��
ピカールケアー�
（クリーム状）150g�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1801 8235200 ￥500

● 液状タイプと同様の用途に使用できます。特
にステンレス製品に最適です。

● チューブ入りなので使い勝手が良いタイプです。

⑭シルバークロス�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格
1-2470-1401 2394610 ￥1,200

サイズ：550×350㎜
綿100％
銀製品の曇りを取り除き、自然な艶を引き出
します。日頃のお手入れに最適です。

⑫�3Mステンレスクリーナー�
Pボトル 

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1201 6687100 ￥1,554

480㎖
● ステンレス等の金属部分の軽い汚れ落としとツヤ出

しが同時に行え、保護膜を形成するクリーナーです。

■ﾀ1

⑳�業務用�磨き剤��
TU-19�

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2001 5091800 ￥2,400

300㎖（ペースト状） 
● 銀食器やメッキ品の磨きにご使用でき 

ます。

㉑�業務用�磨き剤��
TU-20�

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2101 5091900 ￥1,750

300㎖（ペースト状） 
● 銅・真鍮・ステンレス製品のサビや汚れ落

としに 

㉔�さび取り��
サビトール�中目�

ページコード 商品コード 価格
1-2470-2401 4472200 ￥870

サイズ：70×40 
材質： アルミナ及びポリウレタン樹脂

⑲�3M�金属磨き��
ステンレスクリーナー＆�
ポリッシュ��

ページコード 商品コード 価格
1-2470-1901 1212200 ￥1,680

420㎖（液体）
●ステンレススチール、メッキなどの金属用

■ﾀ1

ハルト�酸性クリーナー�� ■サ1
ページコード 商品コード 価格

㉒500㎖ 1-2470-2201 1525390 ￥2,750
㉓1ℓ 1-2470-2301 1525700 ￥5,500
成分：水、リン酸、エタノール
● 酸性の力で水回りの汚れとして石鹸カス・黒ずみ・カルキ・

緑青・水垢などの他、尿石やコケの除去にも効果を発揮
● サビた鉄に塗るだけでサビ止めリン酸塩皮膜生成。リン酸

塩被膜生成によりサビの進行を防止
● スチール・銅・真ちゅう・合金・亜鉛管・クロームメッキ・ニッケ

ルメッキ・ステンレス・アルミ等ほとんどの金属に使用可能

㉒ ㉓
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⑫�ライオン�銀器用洗浄剤�
ブライトンP�15㎏�■ﾀ3

ページコード 商品コード 価格
1-2471-1201 0118300 ￥14,000
弱アルカリ性・粉末
●粉末の銀器用浸漬洗浄剤です。
●�アルミ箔を使用し電気分解の原理を応用し銀
器の黒ずみ汚れを除去します。
●�ナイフ等の装飾部の溝や、隙間の洗浄に適し
ています。

⑪�蒸しわん専用洗浄剤��
むしわんくん��
（500g×10袋入）��■ﾇ4
ページコード 商品コード 価格
1-2471-1101 3100300 ￥16,000
液性：弱アルカリ性
●�標準使用量：水150ℓに対して500g
（300倍使用）
●�漬けおきするだけで、蒸し茶碗にこびりつ
いた卵白汚れも、タンパク質分解酵素が
分解します。後は洗浄機にかけるか、簡単
な手洗いできれいに汚れを落とすことがで
き、食器も傷めません。

粉体�洗浄剤�アシュア�� ■ナ1
ページコード 商品コード 価格

①� 1㎏ 1-2471-0101 3411600� ￥1,700
②20㎏ 1-2471-0201 3411500 ￥24,500
●�銀器、ステンレス食器、各種食器類のタンパク質、脂
肪質などの固くこびりついた汚れにも優れた洗浄効
果を発揮し、さらに銀器、ステンレス食器の光沢を再
生する効果があります。②①

粉末銀器用前浸漬洗浄剤�
ソイルマスター�� ■ナ1

ページコード 商品コード 価格
③� 1㎏ 1-2471-0301 2912100� ￥1,800
④20㎏ 1-2471-0401 4470900 ￥26,500
●�酵素剤とアルカリ洗剤に、浸透性の高い湿潤剤を
配合し、銀器、ステンレス食器、ガラス食器、プラス
チック食器、陶食器などについた汚れに優れた洗浄
効果を発揮し、光沢を再生します。③ ④

⑦�ライオン�酸素系漂白剤��
クリーネス�（2㎏×6入）�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2471-0701 0117200 ￥13,000
弱アルカリ性・無リン・漂白能・粉末
●�浸漬用の酸素系漂白剤です。茶渋、黄ばみ、臭い等
の除去に最適。布巾、まな板はもちろんグラス、メラミ
ン食器等に効果を発揮します。

酸素系漂白剤��
ハイパワークリーン�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
⑤� 4㎏ 1-2471-0501 7318100 ￥6,300
⑥16㎏ 1-2471-0601 7318000 ￥15,400
●�プラスチック食器等に、優れた洗浄効果を発揮します。�
特に、プラスチックに付いた茶しぶ・デンプン等に最適です。⑤ ⑥

⑧メラポンY-50�低温用 ⑨メラポンY-50AL ⑩メラポンY-55毎週AL
お 湯 の 温 度 50℃ 50℃ 55℃
浸 漬 時 間 約40分 約40分 約40分
アルミ製品への使用 × ○ ○

商 品 特 性

アルカリ性
●�メラポンYは中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力を合わせ持っ
た高性能な酸素系の食器漂白用洗剤です。
●�酸素の泡で漂白するので有害な塩素ガスの発生する危
険もありません。

●�茶しぶ、黒ずみ等の中性洗剤では落ちない汚れもメラポ
ンYを使えばきれいに落とすことができます。
＜用途＞�業務用食器の漂白（メラミン・ポリプロピレン・

ニューセラミック・陶磁器）
水100ℓに対して1㎏

●�無リンで環境に優しくア
ルミにも使える。

●�無リンで環境に優しくアルミに
も使える。酵素の力でさらにパ
ワーアップし、デンプン汚れを化
学的に分解。

使用できないもの：野菜果物等食品類・木製品・漆器・銀・鉄・鋼（Ｙ-50はアルミ不可）

⑧�10kg�Y-50��
低温用� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2471-0801 8364100 ￥20,000

⑩�酵素入10㎏（無リン）��
Y-55毎週AL

ページコード 商品コード 価格
1-2471-1001 8361200 ￥25,600

■ｻ4
⑨�10㎏（無リン）��
Y-50AL� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2471-0901 8361300 ￥22,600

食器漂白用洗剤�メラポン
⑧ ⑩⑨

※�⑩は製造日より６ヶ月、
25℃以下の場所に必
ず保管。
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⑫�液体�銀器用洗剤�
ミラクルパワー�1㎏ 

ページコード 商品コード 価格
1-2472-1201 8170300 ￥4,200

● 銀器および銀メッキ製品の除錆、防錆

⑬�レーバン�シルバー浸漬用��
ソークパン��

ページコード 商品コード 価格
1-2472-1301 4471600 ￥5,300

外寸：630×330×H105  
● ソークパンにラックごと浸漬し、たまったシルバーウェア

をラックごと食器洗浄機へ。
※ ラックはP2194-⑦と合わせてご使用ください。（別売）

■タ1

⑨�ライオン�浸漬用洗浄剤�
プリソークSP�（5g×100）�■タ5

ページコード 商品コード 価格
1-2472-0901 0109700 ￥9,000

● 中性・無リン・水溶性フィルム・アルミ製品使用可能な酵素
入り浸漬洗浄剤です。デンプン、蛋白質系の汚れに抜群の
効果を発揮します。食器洗浄機で洗う前に浸漬用としてお
使いください。

●50ℓに1包み使用

⑪�無リン�漂白洗浄剤��
Uクリーン�1㎏�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2472-1101 1212800 ￥1,800

● 酸素系の漂白洗浄剤ですので、プラス
チック・ガラス・陶器などの材質を傷める
心配がありません。

● 浸漬するだけで、漂白と洗浄が同時に行
えます。

⑩�樹脂用漬け置き洗浄剤��
樹脂箸美し箸�1㎏�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2472-1001 0164700 ￥4,500

● 手洗いまたは食器洗浄機まえの箸の漬け置き
用洗剤です。

● 汚れが落ちやすいので箸を痛めません
● 水道の使用量が減り環境に優しい
●除菌・脱臭効果もあります。

�シルバーポリッシュ�リキッド� ■タ1
ページコード 商品コード 価格

①155W 1-2472-0101  4ℓ 7439400 ￥3,200
②156W 1-2472-0201 18ℓ 7439500 ￥12,000

● 金・銀・銅・真鍮及びその合金製品に使用できます。
● 大型の食器や一度に大量の食器を短時間の内に処理できま

す。細かい細工をしたものに最適です。

① ②
液体�シルバーリフレッシュ�■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
③� 4㎏ 1-2472-0301 0882700 ￥5,800
④18㎏ 1-2472-0401 0882800 ￥10,000

● わずか２秒で銀本来の輝きを再生します。変色防止剤配合
● 浸漬するだけなので彫刻部分の洗浄がラクに行えます。
● 容器に入りきらない大きな銀器はスポンジを使って軽く拭

くだけ。研磨タイプのようにこすらなくても簡単に銀がよ
みがえり、銀が目減りしません。

③ ④

⑤�ライオン�銀器用洗浄剤�
ブライトンD�10㎏�■タ1

ページコード 商品コード 価格
1-2472-0501 0118200 ￥14,000

酸性・液体 
●液体の銀器用浸漬洗浄剤です。
● 原液に浸漬するだけで銀器の黒ずみ汚れを瞬

時に除去します。

�液体�金属磨き�シルクリーンN�� ■ｱ1
ページコード 商品コード 価格

⑥� 1ℓ 　　　 1-2472-0601 2395200 ￥1,200
⑦� 4ℓ 　　　 1-2472-0701 5013500 ￥4,500
⑧18ℓ�１斗缶 1-2472-0801 2395300 ￥13,800

● 変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。 
（長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスは
シミになる恐れがあります。）

⑥
⑦

⑧
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「エコストア」 とは？

「エコストア」製品の５つの特徴

自然豊かなニュージーランド最大の都市、オークランドで90％以上の店舗からセレクトされ続け、絶大な信頼と支持率を誇る“エコ
ロジック”なナチュラルトータルケアブンド「ecostore（エコストア）」
ミネラル成分が豊富に含まれた大地で生産される「エコストア」の製品は、キッチン、ランドリーなどの家庭用洗剤からベビーケア、
スキンケアまで揃い、原材料の調達から製造段階の安全性と、どんなご家庭のインテリアにも馴染むクリーンで洗練されたパッケー
ジは世界中で高い評価を得ています。
出来る限り抑えた価格設定で、より多くの方の手元に届くように。環境にも人々にも優しい「エコストア」の製品は、エコでサスティ
ナブル（持続可能）な暮らしをサポートします。

１．環境への安全性
「エコストア」のオークランドにある工場は、“エンバイロマーク・
ダイアモンド”に設定されています。

２．再生可能なベストパッケージ
サトウキビを原材料にした再生可能なエコ容器を採用。

３．全成分の公開

４．動物実験をしない

５．遺伝子組み換えでない

‘人々にとっても、
 また地球にとっても
 より良いものをつくりたい。’

マルコム・ランズ　エコストア創設者
1954年８月21日生まれ。
環境保護活動歴25年のエコ専門家として、
ニュージーランドとオーストラリアのＴＶやラ
ジオにたびたび出演。本国ではエコ活動の
パイオニアとして“エコマン”と呼ばれている。
環境省やオークランド市などからその活動
をたたえる賞を数多く受賞。
最近、都市部にもエコヴィレッジを造ること
を推奨する非営利団体「FAIRGROUND 
FOUNDATION」を立ち上げた。

ニュージーランド有数の環境研究組織、クラウン研究所に
よって与えられる設定。
“ダイアモンド”は最高のレベル５を達成したものにのみ認定
されます。
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柔軟剤なしでも柔らかく、
衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤

ドラム式洗濯機はお手持ちの
取扱説明書に従ってお使いください。

ランドリーリキッド�
ユーカリ�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
⑩500㎖ 1-2474-1001 5392500 ￥700
⑪5ℓ 1-2474-1101 5392600 ￥4,900
全成分：�界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、�

安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料
用途：綿・麻・合成繊維用　　液性：弱アルカリ性
使用量の目安:［一般の洗濯機］水量45ℓに対しキャップ１杯。
　　　　　　洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。

⑩ ⑪

衣類をなめらかに柔らかく仕上げる柔軟仕上げ剤

ファブリックソフナー�
柔軟仕上げ剤�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
⑫500㎖ 1-2474-1201 5392700 ￥750
⑬5ℓ 1-2474-1301 5392800 ￥5,900
全成分：界面活性剤
用途：衣料品用（綿・毛・絹・合成繊維）
使用量の目安：［一般の洗濯機］水量45ℓに対しキャップ１杯。
　　　　　　洗濯量に応じて使用量を調整してください。

⑫ ⑬

ディッシュウォッシュ�
リキッド�レモン�� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
①500㎖ 1-2474-0101 5390900 ￥500
②5ℓ 1-2474-0201 5391000 ￥4,000
全成分：界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性：弱酸性

ディッシュウォッシュ
リキッド�グレープフルーツ�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
③500㎖ 1-2474-0301 5391100 ￥500
④5ℓ 1-2474-0401 5391200 ￥4,000
全成分：界面活性剤、pH調整剤、増粘剤、香料
液性：弱酸性

汚れ落ち・水切れ・泡立ちもよく、手肌にも環境にも優しい食器用洗剤

① ② ③ ④
オートディッシュウォッシュ
パウダー�レモン��

ページコード 商品コード 価格
⑤1㎏ 1-2474-0501 5391300 ￥980
⑥5㎏ 1-2474-0601 5391400 ￥3,900
全成分：�界面活性剤、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、�

漂白剤、pH調整剤、酵素、香料
液性：弱アルカリ性
※食器洗い乾燥機、自動食器洗い機専用

■ﾊ1

お手持ちの食洗機の取扱説明書に従ってお使いください。
１回の洗浄で15㎖（大さじ１杯）

⑤ ⑥

エコストア

⑦�マルチクリーナー�スプレー��
シトラス�500㎖��

ページコード 商品コード 価格
1-2474-0701 5391600 ￥700
全成分：�界面活性剤、�

pH調整剤（クエン酸）、香料
用途：窓、タイル、プラスチック等
液性：酸性
使用方法：�汚れた面にスプレーし（１平方メートルに

対して約10回噴射が目安）、布またはス
ポンジ等で拭き取った後、水拭きするか
水で洗い流してください。

■ﾊ1

汚れに密着し、傷をつけずに表面をきれいに

⑧�クリームクレンザー��
レモン�375㎖��

ページコード 商品コード 価格
1-2474-0801 5391700 ￥500
全成分：�研磨材、界面活性剤、溶媒、�

防腐剤、増粘剤、香料
用途：浴槽、洗面台、ステンレス、�
　　�タイル等
液性：弱アルカリ性
使用方法：�汚れに直接かけるか、湿ら

せた布またはスポンジにつ
け、やさしくこすります。使用
後は、水拭きするか、水で洗
い流してください。

■ﾊ1

ガラスや鏡の表面を、むらのない輝きに

使えないもの：水がしみこむ木製品、
ラッカーの塗装面、液晶等

⑨�ガラスクリーナー��
無香料�500㎖� ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2474-0901 5391800 ￥700
無香料　全成分：界面活性剤、pH調整剤
用途：窓、鏡、ガラスケース等　液性：弱酸性
使用方法：�スプレー容器等に入れてご使用く

ださい。汚れにスプレーし（１平方
メートルに対して４～５回噴射が目
安）、乾いたやわらかい布で拭き
取ってください。
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80 ⑥�シャワー蛇口��
クリシャワースイング�ホワイト�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2475-0601 0577601 ￥760
外寸：φ60×H55　材質：本体／ABS樹脂
通水耐熱温度：70℃
●�ノズルの向きが360度変えられる首振りタイプ
●�シャワーを使用すると約20％節水できます。
●シャワーとストレートの2タイプ

■仕様
材　　　　　質 ABS樹脂・ポリアセタール・シリコン・ステンレス
ろ材の種類 活性炭・不繊布

ろ　過　流　量 1.6ℓ/分
使用可能な最少動水圧 0.03MPa

浄　水　能　力
（JIS�S�3201試験結果）

遊離残留塩素� （総ろ過水量900ℓ　除去率80％）
農薬（CAT）� （総ろ過水量900ℓ　除去率80％）
カビ臭（2-MIB）� （総ろ過水量900ℓ　除去率80％）
テトラクロロエチレン�（総ろ過水量900ℓ　除去率80％）
トリクロロエチレン� （総ろ過水量900ℓ　除去率80％）

ろ材取換時期の目安 1日10ℓ使用の場合3ヶ月

高性能小型浄水器�クリピーレ�NX5�� ■ﾀ1
ページコード 商品コード 価格

①グリーン�本体（カートリッジ1個付）1-2475-0101 0567701 ￥2,100
②ピンク　�本体（カートリッジ1個付）1-2475-0201 0567702 ￥2,100
③交換用カートリッジ（2個入） 1-2475-0301 0567711 ￥2,100
外寸：φ88×H69
●�吸着性能の優れた繊維状活性炭で、遊離残留塩素（カルキ臭）、農薬（CAT）、カビ臭（2-MIB）など
水道水中の5項目を除去し安心でおいしい水をつくります。

●�浄水器で最大のシャワー面積※で大きな食器も広 と々スピーディに洗え、使用水量が最大約60％節
水できます。�※蛇口直結型、クリタック調べ
●�独自に開発したレバーは軽いタッチで浄水、原水へ切り替えできます。
●使いやすいコンパクトサイズ
●浄水側へは35℃以上の熱水を通さないでください。
●原水側へは60℃以上の熱水を通さないでください。

節水率最大60％（④⑤）

④�業務用節水シャワー��
クリシャワープロ��
（首振りタイプ）��
ホワイト�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2475-0401 0567801 ￥2,300
外寸：φ68×H82　
材質：本体／ABS樹脂
通水耐熱温度：60℃

⑤�業務用節水シャワー��
クリシャワープロ��
ホワイト�� ■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2475-0501 0577401 ￥2,100
外寸：φ85×H42　
材質：本体／ABS樹脂
通水耐熱温度：60℃

ヘッドが360度回転、左右
に100度動かせるので大きな
洗い物にも便利です。（④）

シャワーとストレートに簡単に切り替えできます。（④⑤）

①～⑦　取り付け可能な水栓
自在水栓〈先のふくらんだタイプ〉

泡沫水栓〈外ネジ式〉

泡沫水栓〈内ネジ式〉

KVK製 グローエ製
グローエ・KVK製で
内ネジ式泡沫水栓

グローエ製

ヤンマー製
外ネジ径
22㎜

16㎜
17.5㎜
19㎜

品　　名 自在水栓 泡沫水栓
16㎜ 17.5㎜ 19㎜ 外ネジ式 内ネジ式

①②クリピーレ�NX5 ● ● ●
④クリシャワープロ�首振りタイプ ● ● ●
⑤クリシャワープロ ● ● ●
⑥クリシャワースイング ● ● ● ●
⑦節水クリシャワー ● ●

⑦�シャワー蛇口��
節水クリシャワー�■ﾀ1

ページコード 商品コード 価格
1-2475-0701 0577701 ￥820
外寸：φ65×H37　材質：本体／ABS樹脂
通水耐熱温度：60℃
●�水圧や水量に合わせて節水率が調節できます。
●�節水ユニットを使用してシャワーに切り替えると使
用水量が最大約60％節水できます。

⑧�キッチンシャワー�蛇口用
ページコード 商品コード 価格
1-2475-0801 7859300 ￥1,000
φ57×52
●�角度が簡単に変えられる為、鍋等を洗うとき便利です。
●�ほとんどの蛇口（角型、22㎜まで）にご使用できます。

①

②

③
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給水・排水設備のない場所でも手洗いが可能
電気があれば、どこでもオールイン・ワン
イベント会場、レジャー施設、保育施設などに最適です。

「じゃぶじゃぶ」は日本感染症
学会の施設内感染対策相談・
院内感染対策講習会でICU・
CCUなどにおいて効率的な手
洗いが行なえ、移動可能な洗
浄システムとして優れた製品で
あると推奨・紹介されています。

②�可動式手洗いユニット�じゃぶじゃぶ��
スタンダード�EMC-J550-SKJN��

ページコード 商品コード 価格
1-2476-0201 0597100 ￥270,000
外寸：�550×450×H1,000（蛇口H150含む）　本体重量：24kg
電源：単相100V　81W（漏電遮断器付き）
シンクサイズ：325×265×H100
材質：�天板／メラミン樹脂　廻り／ポリ化粧板
給水タンク容量：20ℓ　排水タンク容量：20ℓ
●�作動確認ランプ付

■ナ4

センサー付自動水栓付

⑤�可動式手洗いユニット��
じゃぶじゃぶ�スリム�
EMC-J390H-N2��
ブラック�

ページコード 商品コード 価格
1-2476-0501 0597110 ￥230,000
外寸：�385×380×H1,090（蛇口H240含む）
本体重量：22kg
電源：�単相100V　81W（漏電遮断器付き）
シンクサイズ：φ294×H110
材質：�天板／メラミン樹脂　廻り／ポリ化粧板
給水タンク容量：10ℓ　排水タンク容量：10ℓ
●�作動確認ランプ付

■ラ4

⑥�可動式手洗いユニット��
じゃぶじゃぶ�スリム�
EMC-J390H-N2��
クリスタルホワイト�

ページコード 商品コード 価格
1-2476-0601 0597120 ￥230,000
外寸：�385×380×H1,090（蛇口H240含む）
本体重量：22kg
電源：�単相100V　81W（漏電遮断器付き）
シンクサイズ：φ294×H110
材質：�天板／メラミン樹脂　廻り／ポリ化粧板
給水タンク容量：10ℓ　排水タンク容量：10ℓ
●�作動確認ランプ付

■ラ4

内部

④�じゃぶじゃぶキッチン��
ページコード 商品コード 価格

EMC-J550-KTN 1-2476-0401 3013870 ￥370,000
外寸：�550×500×H1,000　本体重量：37kg
電源：単相100V　81W
シンクサイズ：490×350×H200
材質：�18-0ステンレス
容量：20ℓ
●耐久性に優れたステンレスタイプ
●コンセントさえあればどこにでも移動可能�です。
●壁にもピッタリフィットするフルフラットデザイン

■ラ7③�じゃぶじゃぶクリーン��
ページコード 商品コード 価格

EMC-J550-CLN 1-2476-0301 3013880 ￥460,000
外寸：�550×500×H1,350　本体重量：41kg
電源：単相100V　81W
シンクサイズ：490×350×H200
材質：�18-0ステンレス
容量：20ℓ
●手洗い石鹸・ペーパーホルダー付き
●爪洗浄ブラシ・石鹸ホルダーなども取り付け可能
●肘まで洗えるワイドシンク
●バックガード・サイドガードで水跳ねを防止します。

■ラ7

①�自動手指洗浄消毒器��
BSHDX-064H�

ページコード 商品コード 価格
1-2476-0101 1312740 ￥298,000
外寸：600×450×H850　重量：19.5㎏
電源：�アルカリ単２乾電池8本、アルカリ単3乾電池2本
材質：SUS304
付属品：�50A排水ホース×1、アルカリ単2電池×8、�

アルカリ単3電池×2、ピクトラベル×2、開閉工具×1、鍵×1、�
石けん用薬液ボトル×1、手指消毒用薬液ボトル×1

●�自動水栓及びディスペンサーは電池駆動のため、給排水接続のみで設置可能です。
●�保健所の施設基準や「学校給食衛生管理基準」に準拠しております。

■ｻ4

水栓、石けん液、消毒液を一体化
ノータッチ式で衛生的な手洗いを実現

●�ポリタンクを使用することにより、設置
場所を選びません。
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⑩、⑮〜⑲までの商品は、検査用に少量の水が中に入っておりますので、ご了承ください。

⑳�ロングピストル型噴霧器�
＃530�レッド

ページコード 商品コード 価格
1-2477-2001 1093800 ￥2,000
φ95×H240
容量：500cc　ノズルの長さ：180
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン
●1回のハンドル作動で1㎖噴霧

プロ用スプレイヤー　洗浄、除菌、洗剤用

㉓�遮光スプレーボトル��
500㏄�� ■ｻ1

ページコード 商品コード 価格
1-2477-2301 0561560 ￥900
φ70×240
材質：PET樹脂
●�遮光性ボトル採用で、次亜塩素酸水等の
紫外線により劣化する液体に最適です。
●�逆さ状態でもスプレー可能です。
※�トリガー部分はこまめに洗浄をしてください。

広口スプレイヤー�800㏄�■ﾊ1
ページコード 商品コード 価格

㉑青 1-2477-2101 0561540 ￥650
㉒赤 1-2477-2201 0561550 ￥650
φ77×H290
材質：ポリプロピレン、HDPE
●�補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充
できます。
●�霧状からJETまで霧の角度も調整可能です。

㉑ ㉒

ザ・スプレー�目盛付�#30
ページコード 商品コード 価格

⑤ピンク 1-2477-0501 8006700 ￥860
⑥グリーン 1-2477-0601 8006800� ￥860
φ75×H170　300㏄��
材質：�本体／PP　容器／PETG
●�オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少
ない水もどんな角度からもスプレー可能

⑤ ⑥

ザ・スプレー�目盛付�#50
ページコード 商品コード 価格

⑦ピンク 1-2477-0701 8006900�� ￥950
⑧グリーン 1-2477-0801 8007000 ￥950
⑨ブルー 1-2477-0901 3574900 ￥950
φ100×H210　500㏄��
材質：本体／PP　容器／PETG
●�オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少
ない水もどんな角度からもスプレー可能

⑦ ⑧ ⑨

ピストル式スプレー��
目盛付�♯800�

ページコード 商品コード 価格
⑪ピンク 1-2477-1101 8007100 ￥900
⑫グリーン 1-2477-1201 8007200 ￥900
φ91×H215　500㏄
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン
●霧の広がりが自由に調節できます。

⑪ ⑫

アルファ噴霧器�№550
ページコード 商品コード 価格

⑱レッド　 1-2477-1801 5574310 ￥1,900
⑲グリーン 1-2477-1901 5574320 ￥1,900
φ120×H280　1,000㏄
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン
●1回の加圧で2㏄の大量噴霧タイプ

⑱ ⑲

⑮ ⑯ ⑰

ピストル型噴霧器�№500�
ページコード 商品コード 価格

⑮レッド 1-2477-1501 2608340 ￥1,100
⑯グリーン 1-2477-1601 2608350 ￥1,100
⑰イエロー 1-2477-1701 2608360 ￥1,100
φ95×H215　500㏄
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン

ピストル式スプレー��
目盛付�♯800CB�

ページコード 商品コード 価格
⑬ピンク 1-2477-1301 8007300 ￥1,050
⑭グリーン 1-2477-1401 8007400 ￥1,050
φ100×H220　500㏄
材質：�本体／PP　容器／PETG
●�噴霧口が真鍮製の為、洗剤が浸透しにくく耐久性があります。
●霧の広がりが自由に調節できます。

⑬ ⑭

⑩�噴霧器�ミエール�№502
ページコード 商品コード 価格

レッド 1-2477-1001 5574110 ￥1,180
ブラック 1-2477-1002 5574130 ￥1,180
ホワイト 1-2477-1003 5574120 ￥1,180
φ90×H180　300㏄
材質：本体／PP　容器／PET
●キャップで霧の角度を調節できます。

マイクロスプレー�� ■ﾅ7
ページコード 商品コード 価格

㉔SMS-1�青 1-2477-2401 1077910 ¥800
㉕SMS-2�赤 1-2477-2501 1077920 ¥800
㉖SMS-3�黄 1-2477-2601 1077930 ¥800
㉗SMS-4�緑 1-2477-2701 1077940 ¥800
㉘SMS-5�白 1-2477-2801 1077950 ¥800
外寸：φ75×235
材質：PP樹脂、PE樹脂
容量：250㎖
●�キャップを調節することで噴霧量を調節出来ます。
●希釈メモリ付きです。
●携帯しやすい250㎖ボトルです。

㉖ ㉗㉔ ㉘㉕

洗浄、除菌、洗剤用
㉙�マイクロスプレーホルダー��
SMS-H�� ■ﾅ7

ページコード 商品コード 価格
1-2477-2901 1077960 ¥900
外寸：φ75×220
材質：防水性ナイロン
●�マイクロスプレーを収納して腰に取り付けることが出来ます。
●�取り外しが簡単な面ファスナー固定
●�腰にスプレーを固定することで両手が自由になります。
●�一般的な500㎖のペットボトルも入ります。

④�食品用噴霧器��
アルファ�№551���■ﾅ7�

ページコード 商品コード 価格
1-2477-0401 1568870 ￥1,350
φ120×H280　1,000㏄
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン
●食品衛生法に適合した商品です。
●1回噴霧で、通常（1㏄）の倍量が噴霧できます。
●霧の角度が調整できるノズルキャップ
●手掛けが大きく、疲れにくい業務用です。

食品用噴霧器�№511�� ■ﾅ7
ページコード 商品コード 価格

①アイボリー 1-2477-0101 1568860 ￥800
②グリーン 1-2477-0201 3004220 ￥800
③レッド 1-2477-0301 3004230 ￥800
φ95×H215　500㏄
材質：�本体／PP　容器／ポリエチレン
●食品衛生法に適合した商品です。
●大きな取手で疲れにくく業務に適しています。
●霧の角度が調整できるノズルキャップ
●手掛けが大きく、疲れにくい業務用です。
●1回噴霧で、通常（1㏄）の倍量が噴霧できます。

① ② ③
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プレッシャー式噴霧器
ページコード 容量 商品コード 価格

⑦№5200 1-2478-0701 2,000㏄ φ160×H340 7896300 ￥5,800
⑧№7400 1-2478-0801 4,000㏄ φ180×H440 7896200 ￥10,000
材質：本体／PP　容器／硬質ポリエチレン

⑧⑦

⑩�マイスター�ガーデンスプレー��
（蓄圧式）�2ℓ�＃2260G�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2478-1001 2894510 ￥1,700
405×140×H310　容量：2ℓ
材質：�本体／PP�

容器／ポリエチレン
●�振り子式ですので、どんな角度でもスプレーできます。
●ロングロータリーノズル付

⑨�スーパーガーデンスプレー�
（蓄圧式）�1ℓ�＃629L�■ｻ1
ページコード 商品コード 価格
1-2478-0901 2894400 ￥1,400
φ105×H220　容量：1ℓ
材質：�本体／PP（一部スチール）�

容器／ポリエチレン
●連続噴霧可能
●ロングロータリーノズル付

クロームスプレー�真鍮製
ページコード 容量 商品コード 価格

③♯2� 1-2478-0301 320㏄ φ69×H197 8007500 ￥16,500
④♯10 1-2478-0401 960㏄ φ95×H275 8007600 ￥33,000

②�18-8�微細�霧吹き器�■ﾅ1
ページコード 商品コード 価格
1-2478-0201 0739580 ￥4,600
φ62×85×H155　容量：200cc
●�職人仕上げの霧吹き器。精密構造の噴射部
から微細でワイドな霧が拡がります。

蓄圧式発泡スプレー�プロフォーミー�� ■ｻ1
ページコード 容量 商品コード 価格

⑤PF-1.5 1-2478-0501 1,500㏄ 170×140×H310 2004860 ￥3,500
⑥PF-2.5 1-2478-0601 2,500㏄ 150×150×H360 2004870 ￥7,000
材質：PP、PE　付属品：ジェットノズル、計量カップ
●洗浄剤が泡になる発泡性の高いスプレー
●泡が張り付き垂れにくく薬剤の持つ洗浄効果を最大限効かせることができます。
●�泡にした状態で吐出するので出ている量の多くに空気を含んでおり、洗剤の節約にも
つながります。
●細かなところにはジェットノズル、幅広くは拡散ノズルを使用すると効果的です。
●電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけです。

⑤ ⑥

③ ④②

①セイワ�クリーンボーイ�300E�■ﾊ4
ページコード 商品コード 価格
1-2478-0101 8509100 ￥262,000
外寸：290×198×H263���
重量：4.8㎏　電源：単相100V
●ワンタッチ風量調節機能
●�ガンを止めるとエアーが止まりキレイな仕上がり
●�軽量で柔らかいエアーホースで使いやすさ抜群
●�温風低圧スプレーで飛散少なく最高の塗着効率
●�温風エアーで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜
●�ノズルを変えず、丸吹・平吹のパターン自在調節で簡単操作
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このページの全商品は 乾湿両用型

金属切粉が吸える！

③�スイデン�乾湿両用�業務用��
掃除機�SPSV-110�2�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2479-0301 8821510 ￥71,800

外寸：370×410×H580
電源：単相100V  50/60Hz
消費電力：1,100W
吸込仕事率：300W
真空度：23kpa
集じん容量： 10ℓ
重量：14㎏
運転音：77ｄＢ
吸水容量：7ℓ
コ−ドの長さ：8m
付属品： φ38T型フロアノズル組品継手付SPSV、 

φ38カットノズル、φ38スキマノズル大、 
φ38アルミ直管パイプ1本、 
φ38アルミ手元曲がり管Rパイプ、 
φ38ホース組品SPSV-110

●金属切粉の吸収にも対応
●衝撃や転倒に強いステンレスボディ

軽量・コンパクトで持ち運びに便利

④�スイデン�乾湿両用�掃除機��
SAV-110R�

ページコード 商品コード 価格
1-2479-0401 8821400 ￥31,000

外寸：340×360×H485
電源：単相100V  50/60Hz
消費電力：1,100W
吸込仕事率：285W
真空度：23kpa
集じん容量： 8ℓ
重量：8.2㎏
運転音：73ｄＢ
吸水容量：6.5ℓ
コ−ドの長さ：8m
付属品： φ32フロアノズルセット品SAV-110R、 

φ32スキマノズルセット品SAV-110R、 
φ32塩ビ直管パイプ（2本組セット品）SAV-R、 
φ32ホースセット品SAV-110R

●フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単

■ﾅ1

②�ケルヒャー 乾湿両用��
掃除機�NT27/1��

ページコード 商品コード 価格
1-2479-0201 4324600 ￥40,000

外寸：420×420×H525  
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,150W
集じん容量：27ℓ
重量：7.7㎏
運転音：72ｄB
吸水量：14ℓ
コードの長さ：9.5m
付属品： ベンディングパイプ付き2.5mサクションホース、 

メタルパイプ2本、フロアーノズル、 
コーナーノズル、筒形フィルター、 
スポンジフィルター、 
ペーパーフィルターバック1枚

■ﾅ1

高性能フィルターが
細かなホコリやゴミもキャッチ

軽量・小型のポータブルタイプ

⑤�パワーバキュームクリーナー��
SV-1SB-Ⅱ��

ページコード 商品コード 価格
1-2479-0501 6688020 ￥36,000

外寸：330×330×H395
電源：単相100V  50/60Hz
消費電力：960W
吸込仕事率：210W
集じん容量：18ℓ
重量：6.5kg
運転音：80ｄＢ
コードの長さ：5ｍ
風量：2.5㎥/min
付属品： アタッチメント（φ32）一式 

・吸引ホース  ・クレイバスツール 
・延長パイプ（3本） ・丸ブラシ 
・ドライノズル ・ウェットノズル

乾湿両用切換型
●強力小型モーター使用で吸引力アップ
●固体から液体まで、何でも吸引します。
●ブロー機構付で吹き飛ばし作業ができます。

■ﾅ1

①�日立�乾湿両用掃除機��
CV-97WD�（BL）�� ■ハ1

ページコード 商品コード 価格
1-2479-0101 1539260 ￥89,500

外寸：361×416×H703
電源：単相100V  50/60Hz
消費電力：1,000W
吸込仕事率：180W
集じん容量：14ℓ
重量：15.5㎏
運転音：68dB
吸水量：10ℓ
コードの長さ：12m
付属品： ホース、給水・ドライ兼用小型床用吸口、 

大型床用吸口、延長管、棚用吸口、 
すき間用吸口

材質：鋼板
● ビルやエントランスや厨房など、広いスペースでも使え

る乾湿両用タイプ
● 乾いたゴミも水も一緒に吸える「気水分離方式」
● アースクリップ・漏電ブレーカー付12m電源コード
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このページの全商品は 乾湿両用型

①�マキタ�乾湿両用�集じん機�490�■ﾗ1
ページコード 商品コード 価格
1-2480-0101 4911510 ￥56,000

外寸：552×398×H685
電源：単相100V  50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：300W
集じん容量： 32ℓ 

紙パック 10ℓ
重量：13.1㎏
運転音：65ｄＢ
吸水容量：30ℓ
コ−ドの長さ：5m
付属品： 2.5mホ−ス、ストレ−トパイプ、ベンディングパイプ、 

ノズル、コーナーノズル、ポリ袋10枚入、 
アクセサリバッグ

●大型バンパ→ 壁等への接触から本体を保護し、バンパの素材には
接触面を汚しにくい素材を採用

●大型キャスター→ 屋外や凹凸の多い現場等でも移動が容易にでき
ます。

ポリ袋で、簡単集じん。大容量タンク・軽量タイプ

①の特長
市販のポリ袋も使用可能！
● ポリ袋はホルダプレ−トに引っかけるだけで簡単装着。
　集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
● 汚れが直接タンク内に付きません。
※ 市販のポリ袋を使用の際は、厚さ0.04㎜以上のものをご使用ください。

店舗・オフィス・ホテル・レストランに

②�アマノ�業務用�掃除機�
クリーンジョブ��
JW-30�（乾湿両用）�

ページコード 商品コード 価格
1-2480-0201 6543910 ￥49,800

外寸：385×385×H635
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,100W
吸込仕事率：270W
集じん容量： 27ℓ
集じん方式： フィルター式
重量：15㎏
運転音：72dB
コードの長さ：12m
付属品：フロアノズル、湿式ノズル、 
　　　 カーペットノズル、隙間ノズル
　　　 丸ブラシ、アダプタ（曲管用）

■ﾅ4

フィルターの取り外しなし！
乾湿自由自在吸引

③�トランスファー�
バキュームクリーナー�
JX-6005�� ■ﾅ4

ページコード 商品コード 価格
1-2480-0301 6687900 ￥310,000

外寸：445×465×H820
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,100W
吸込仕事率：422W
集じん容量：14ℓ
重量：約21㎏
運転音：77ｄB
吸入圧：31.4kpa
コードの長さ：7m
付属品： φ32用アタッチメント一式 

ホース他10点
● フィルターはプラスチックのため微粉（抹茶粉、黄粉、小麦粉

等）の目詰まりを防ぎます。
●1本ずつ簡単に分解、水洗浄できます。
●ゴミが見える透明タンク
● 特殊サイクロンが水を吸収してもフィルターが濡れないから、

水を吸引そのまま粉も同時吸引できます。
●ゴミの廃棄もレバーでワンタッチで楽々

用途
・食品工場の床清掃（粉など）と洗浄水の同時吸引
・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉等の微粉吸引
・廃油の吸引やレトルトや汚泥（浄化槽）の吸引

フィルターを着けて乾式、外して湿式
乾湿両用切換型

④�V
バ ー
er3クリーナー�JX-3030�■ﾅ4

ページコード 商品コード 価格
1-2480-0401 6688000 ￥175,000

外寸：400×500×H790
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,100W
吸込仕事率：390W
集じん容量：30ℓ
重量：約18㎏
運転音：77ｄB
吸入圧：29.4kpa
コードの長さ：7m
付属品： φ38用アタッチメント一式 

ホース他11点
● フィルターはプラスチックのため微粉（抹茶粉、黄粉、小麦

粉等）の目詰まりを防ぎます。
●1本ずつ簡単に分解、水洗浄できます。
●ゴミが見える透明タンク

用途
・食品工場の床清掃（粉など）
・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉等の微粉吸引
・廃油の吸引やレトルトや汚泥（浄化槽）の吸引
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②�パナソニック�床用�掃除機
T
⎝ タ ン ク ト ッ プ ⎠
ANK�TOP�MC－G3000P-S�

（乾式）��
ページコード 商品コード 価格
1-2481-0201 5324600 ￥39,000

外寸：274×359×H423   
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,150W
吸込仕事率：380W
集じん容量：5ℓ
集じん方式：紙パック式
重量：6.9㎏
運転音：60dB
コードの長さ：8ｍ
付属品： 床用ノズル、すき間用ノズル 

紙パック×2
紙パック��
AＭC93K-CA0（10枚入）�
1-2481-0202 5324110 ￥2,000■ﾊ1

■ﾅ1

ゴミすて清潔！紙パック式
①�パナソニック�床用�掃除機
T
⎝ タ ン ク ト ッ プ ⎠
ANK�TOP�MC－G5000P-K�

（乾式）��
ページコード 商品コード 価格
1-2481-0101 5324140 ￥54,000

外寸：274×359×H423   
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,150W
吸込仕事率：380W
集じん容量：5ℓ
重量：6.9㎏
運転音：58dB
コードの長さ：8m
付属品： ワイド床用ノズル、すき間用ノズル  

紙パック×2、布袋×1
※手元スイッチ付

紙パック��
AＭC93K-CA0（10枚入）
1-2481-0102 5324110 ￥2,000■ﾊ1 

■ﾅ1

紙パック・布パック兼用
2WAY方式

⑥�アマノ�業務用�小型掃除機�
クリーンジョブ�JV-5N�
（乾式）��

ページコード 商品コード 価格
1-2481-0601 6269000 ￥50,000

外寸：305×345×H395
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：280W
集じん容量： 5.5ℓ
集じん方式： 紙パック
重量：6.5㎏
運転音：65dB
コードの長さ：8m
付属品： 床用ノズル、すき間用ノズル、 

丸ブラシノズル、紙パック（1枚）

■ﾅ1

手軽にお掃除できるコンパクトタイプオフィスや店舗などの清掃に

④�日立�店舗用�掃除機�
CV-G1200（乾式）�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2481-0401 7759500 ￥33,000

外寸：388×335×H471
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：360W
集じん容量： 12ℓ
集じん方式：布フィルター
重量：6.8㎏
運転音：71dB
コードの長さ：8m（直付け式）
付属品： ホース、床用吸口、延長管、 

棚用自在吸口、すき間（サッシ）
用吸口

● 隙間に入ったゴミは飛ばしてお掃除、便利な
「ブロワー機能」付

③�日立�店舗用�掃除機�
CV-G95KNL（乾式）�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2481-0301 7759400 ￥45,000

外寸：330×283×H416
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：370W
集じん容量： 5.5ℓ
重量：8.5㎏
運転音：62dB
コードの長さ：15m（着脱式）
付属品： ホース、ラクラク床用吸口、延長管、

棚用吸口、すき間（サッシ）用吸口、
コード、お店パックSP-15C（本体装
着1枚）、布袋フィルターSP-70 

● ハイパワーでしっかり集じん、コンパクトタイプ
● 紙パックと布フィルター（付属）が両方使える。

ハイパワーでしっかり集じん 軽量タイプお店用クリーナー

⑤�ケルヒャー�業務用�
ドライクリーナー�T10/1�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2481-0501 1102400 ￥48,000

外寸：355×310×H385
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,200W
吸込仕事率：248Ｗ
集じん容量：10ℓ
重量：6㎏
運転音：65dB
コードの長さ：9.5m
付属品： サクションホース2m×1、サクションパイプ×2、フロ

アーノズル×1、フィルターバスケット×1、モーター保
護フィルター×1、合成繊維フィルターパック×1

● 大容量のコンテナー、しかもコンパクト
　 1,200Wの強力モーターでパワフルに吸引します。

このページの全商品は 乾式型
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①�パナソニック�店舗用�掃除機��
MC-G100P（乾式）�■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0101 8531700 ￥38,000
外寸：315×335×H295���
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：250W　集じん容量：4.0ℓ
集じん方式：布フィルター　重量：4.9㎏
運転音：60dB　コードの長さ：10ｍ
付属品：床用ノズル、すき間用ノズル
●�車輪・ホースなど痛みやすい部分を強化

②�パナソニック�店舗用�掃除機�
MC-G200P（乾式）�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0201 8532000 ￥33,000
外寸：340×345×H455
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
吸込仕事率：280W
集じん容量：�10ℓ
集じん方式：布フィルター
重量：7.1㎏
運転音：62dB
コードの長さ：8m
付属品：床用ノズル、すき間用ノズル
●�高耐久性の金属製ペール缶タイプ
●�引き回しスムーズな四輪キャスター採用

このページの全商品は 乾式型

⑥�日立�お店用クリーナー��
CV-G1�（乾式）��

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0601 7820860 ￥33,000
外寸：330×340×H397
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,000W　吸込仕事率：360W
集じん容量：7ℓ　集じん方式：紙パック式
重量：5.9㎏　運転音：58dB　コードの長さ：8m
付属品：�つぶれんホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、�

すき間用吸口、紙パックSP15C

■ﾊ1

③�業務用小型ドライバキューム� 極
きわみ
�4�■ﾅ1

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0301 8070603 ￥30,000
外寸：310×320×H320　電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,000～1,200W　吸込仕事率：最小540W～最大790W
集じん容量：�紙パック5ℓ　重量：4.3㎏
運転音：55～65dB　コードの長さ：12m
付属品：�床用吸込口・フレキシブルホース、紙パック用リング・延長管×3�

スキマノズル・棚ブラシ、紙パック×3・断線防止フック�
断線防止ショートケーブル

ドライバキューム極用�紙パック（10枚入）
1-2482-0302 8070610 ￥2,200■ﾏ1
布フィルターセット�（フレーム付）
1-2482-0303 8070620 ￥2,250■ﾗ1

広いスペースもOKな大容量タイプ操作がラクな軽量・小型タイプ

⑦�マキタ�充電式ロボットクリーナー�
ロボプロ�RC200DZSP�■ﾗ3

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0701 1090110 ￥115,000
外寸：460×460×H180
連続使用時間（バッテリー２個装着時）：�BL1830B（容量3.0Ah）約120分�

BL1860B（容量6.0Ah）約２4０分
集じん容量：2.5ℓ　重量：7.8㎏
付属品：リモコン、リモコン用単4電池2本、センサウォールテープ
落下防止用赤外線センサ（4ヶ所）搭載
障害物検知用超音波センサ（8ヶ所）＆バンパセンサ
スタック検知用車輪センサ（2ヶ所）＆地磁気センサ
直進性確保用ジャイロセンサ
※バッテリーは1個でも動きます。
※バッテリー、充電器は別売りになります。

●開店前や、閉店後の店舗での準備時間や、後片付け時などに。
●使う予定のない会議室や、オフィスなどに。
●広い場所では、センサウォールテープで複数に分けて。

⑨�マキタ�2口急速充電器��
DC18RD��

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0901 1090200 ￥26,700

■ﾏ3
⑧マキタ�リチウムイオンバッテリー�■ﾏ3

ページコード 商品コード 価格
3.0ah�BL1830B 1-2482-0801 1090400 ￥18,000
6.0ah�BL1860B 1-2482-0802 1090310 ￥23,200

④�業務用小型ドライバキューム�極用��
サイクロンカップ�■ﾗ1

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0401 1121440 ￥2,650
サイズ：120/60×H360
●�遠心分離でゴミや埃を回収します。見た目にもゴミの量が解り、紙パッ
クの使用量も軽減します。

⑤�業務用小型ドライバキューム�極用��
カーペットターボノズルW�■ﾗ1

ページコード 商品コード 価格
1-2482-0501 1121430 ￥2,500
サイズ：285（吸い込み口全長）
●�極の強力な吸引力でブラシを回転させる事により毛を起こし、パイル
の奥に入り込んだゴミや埃を掻き出し、吸い取ります。
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このページの全商品は 乾式型

①�リンレイ�業務用�掃除機�
RD-370R�（乾式）��■ﾅ4

ページコード 商品コード 価格
1-2483-0101 7022600 ￥55,000
外寸：340×340×H404
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
集じん容量：紙パック（5.5ℓ）／布パック（7.0ℓ）
重量：6.2㎏　
運転音：54dB
コードの長さ：8m脱着式
付属品：�延長管（2本）、床用吸口、スキマノズル、�

1.4mホース、紙パック（1枚）、布パック（1枚）
※�交換用紙パック��10枚入��
1-2483-0102 7022700 ￥2,500■ﾜ1 �
布パック�
1-2483-0103 7022800 ￥3,570■ﾜ4

②�リンレイ�業務用�掃除機�
RD-ECOⅡR�（乾式） ■ﾊ1

ページコード 商品コード 価格
1-2483-0201 8531401 ￥33,000
外寸：340×340×H404
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,000W
吸込仕事率：300W
集じん容量：紙パック（5.5ℓ）／布パック（7.0ℓ）
重量：5.9㎏
運転音：61dB
コードの長さ：8m脱着式　
集じん方式：ダストボックス方式（布フィルター）
付属品：�延長管（2本）、床用吸口、スキマノズル、�

1.4mホース、紙パック1枚
※�交換用紙パック�10枚入��
1-2483-0202 7022700 ￥2,500■ﾜ1 �
布パック�
1-2483-0203 8531410 ￥3,570■ﾜ4

④�コンドル�バキュームクリーナー�
CVC-301X（乾式）�■ﾊ3

ページコード 商品コード 価格
1-2483-0401 0519300 ￥35,000
外寸：372×363×H385
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
集じん容量：約7ℓ
重量：約6.3kg
運転音：59dB
コードの長さ：約8m
真空度：25kPa　風量：1.9㎡/分
ホースの長さ：1.8ｍ
付属品：�床ノズル、床ノズル用ソケット、�

すきまノズル、延長管、�
サクションホース、丸ブラシ、紙袋（5枚）

③�コンドル�掃除機��
CVC-103�（乾式）�■ﾊ2

ページコード 商品コード 価格
1-2483-0301 5324500 ￥63,800
外寸：305×345×H395
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,050W
集じん容量：9ℓ
重量：5.8㎏
運転音：60dB
コードの長さ：8m
付属品：�サクション、延長管、�

床ノズル、すき間ノズル

⑤�コードレスワイパースティック型クリーナー��
TC-5175VO� ■タ2�

ページコード 商品コード 価格
1-2483-0501 1111550 ￥15,000
外寸：230×215×H1,070
電源：単相100V�50/60Hz
消費電力：充電中4W/待機時0.5W
集じん容量：0.5ℓ
重量：1.7㎏
運転音：75dB
付属品：�すき間ノズル（毛ブラシ付）、シート固定板、布団ノズル、�

アタッチメント収納用巾着袋、マイクロファイバーモップ1枚、�
お試しシート（3枚入り）、専用ACアダプター（TC-CH97）

●コードレスで吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー
●2．0㎏未満の本体重量でお掃除らくらく�
●布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも�
●簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載�
●吸込仕事率20W。紙パック不要のサイクロンで経済的
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⑤�ケルヒャー�業務用スティッククリーナー�
EB30/1Pro�（乾式）�■ナ1

ページコード 商品コード 価格
1-2484-0501 4324700 ￥40,000
外寸：300×250×H1,100～1,340
バッテリー電圧：7.2V
集じん容量：1ℓ
最大作業時間：約45分
重量：2.4kg
運転音：56dB
付属品：バッテリー2個、急速充電器
●足でON/OFFできる大きなスイッチ
●�壁ぎわ2㎜までお掃除ができ、ゴミの取りこぼしがありません。
●�らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。
●�軽量でコードレス。いつでもどこでも楽にお掃除できます。

①�パナソニック�セカンドクリーナー�
「かけちゃお」MC-K10P-G�（乾式）�■ナ1
ページコード 商品コード 価格
1-2484-0101 3720100 ￥17,500
外寸：168×142×H441
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：500W
吸込仕事率：185W　集じん容量：5.7ℓ
重量：2.2㎏　コードの長さ：5m
運転音：66dB
付属品：ひとふきノズル、一般床用ノズル
●�肩かけ、手持ち両用キャリングスタイル
●�ノズル、延長管、ホースを本体に付属した状態で収納可能
※�交換用S型紙パックAMC-U2（10枚入）�
1-2484-0102 3720110 ￥860■ﾗ1

③�マキタ�充電式クリーナー�
（充電器付）CL105DWI（乾式）�■ﾗ1
ページコード 商品コード 価格
1-2484-0301 4911820 ￥14,500
外寸：983×118×H136
電源：バッテリー内蔵（直流10.8V）
連続使用時間：�（パワフル）約� 7分�

 （強）　　 約10分�
 （標準）　 約20分

充電時間：3～５時間
集じん容量：�ダストバッグ／500㎖�

紙パック／330㎖
重量：1.0㎏
運転音：59～68dB
付属品：�充電器、床用ノズル、ストレートパイプ、�

すきまノズル、抗菌紙パック10枚、ダストバッグ
※�抗菌紙パック（10枚）�
1-2484-0302 4911800 ￥600■ﾗ3

②�ネディウス�リュック式クリーナー��
NV-110RIZ��

ページコード 商品コード 価格
1-2484-0201 1021200 ￥22,000
外寸：250×225×H570
電源：単相100V
消費電力：1,100W　風量：2.7㎥/分
集じん容量：2.5ℓ　真空度：22kPa
重量：4.4㎏　コードの長さ：15m
付属品：�ホース組品、フロアノズル、直管パイプ（2本）、�

丸ブラシノズル、スキマノズル、紙パック（10枚）
●段差や狭い場所でも抜群の機動力
●疲れにくい機能性ベルト一体型
※�交換用紙パック（5枚入）�
1-2484-0202 1021300 ￥1,300■ﾗ1

■ﾊ1

④�マキタ�充電式クリーナー��
（充電器付）CL182FDRFW（乾式）�■ﾗ1
ページコード 商品コード 価格
1-2484-0401 4911700 ￥37,600
外寸：1,004×115×H151
電源：バッテリー内蔵（18V）
連続使用時間：�（強）　約20分�

 （標準）約40分
充電時間：22分
集じん容量：�ダストバッグ／500㎖�

紙パック／330㎖
重量：1.5㎏
運転音：71dB
付属品：�ダストバッグ、抗菌紙パック10枚、ノズル、ストレートパイプ、�

充電器、サッシ（すきま）用ノズル
※�抗菌紙パック（10枚）�
1-2484-0402 4911800 ￥600■ﾗ3

⑦�サイクロンスティック型クリーナー��
TC-5134R��

ページコード 商品コード 価格
1-2484-0701 5269800 ￥8,000
外寸：225×155×H1,020
電源：単相100V�50/60Hz
消費電力：270W
吸込仕事率：70W
集じん容量：約0.6ℓ
重量：1.7㎏（製品のみ）
運転音：約75dB以下
コードの長さ：約4.5m
付属品：�すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、ハンドル、�

床用吸込口

■ｻ1

⑥�コードレススティック型クリーナー��
TC-5109W��

ページコード 商品コード 価格
1-2484-0601 5286400 ￥15,000
外寸：260×190×H1,060
電源：単相100V�50/60Hz（充電式）
消費電力：充電時8.2W／待機時2.0W
吸込仕事率：約12W
集じん容量：0.35ℓ
重量：2.1㎏（製品のみ）
運転音：�（強）　約79dB　�

 （標準）約75dB
付属品：�ACアダプター（TC-CH84）、充電台（上）、�

充電台（下）、すき間ノズル

■ｻ7

⑧�コードレス��
ウェット＆ドライクリーナー��
HC-EB21W��

ページコード 商品コード 価格
1-2484-0801 2005700 ￥8,000
外寸：410×115×H135
連続使用時間：約１０分
充電時間：約５時間
集じん容量：�乾燥ゴミ／500㎖�

液体／200㎖
重量：1.5㎏
運転音：約65dB以下
付属品：�充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、�

すき間ブラシ
●吸い取った水を簡単に捨てられる水抜口で便利

■ｻ2




